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1.大会概要

オリンピック競技
東京2020オリンピック競技大会では、33競技の開催が予定されています。本大会から、

開催都市の組織委員会は、国際オリンピック委員会（IOC）に対し、その大会に限定した

競技を追加実施する提案をすることができるようになりました。東京2020大会では、東

京が提案した野球・ソフトボール、空手、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィ

ンの5競技全てがIOCに採択され、追加競技として実施することになりました。

2021年7月23日（金）
〜8月8日（日）
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　東京2020大会の会場計画は、東京1964大会のレガシーを引き継ぐ「ヘリテッ
ジゾーン」、都市の未来を象徴する「東京ベイゾーン」の2つのゾーンから構成され
ています。選手村を中心に広がる2つのゾーンは、無限大の記号をイメージさせま
す。東京2020大会を通じて、トップアスリートが灯した情熱と、次世代へつなが
る可能性、そして語りつがれるレガシーが無限に広がっていくことを表しています。

会場計画コンセプト
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競技会場

東京2020大会は、新規施設の他、東京1964大会のレガシー施設を含む多くの既存
施設なども活用して、都内外の43会場で開催します。

東京1964大会時に、メインアリーナで体操
競技、屋内プールで水球が開催されました。
1964年のオリンピックレガシーを有する
施設のひとつです。

卓球　
卓球

■　
▲

東京体育館2

東京1964大会時に水泳とバスケットボール
の競技会場として使用するため、建設された
施設です。高張力による吊り屋根に特徴が
ある建物で、現在でもオリンピックレガシー
として世界的に高い評価を受けています。

ハンドボール　
バドミントン／車いすラグビー

■　
▲

国立代々木競技場3

東京1964大会のオリンピックスタジアムであった国立競技場が、2020年までに新しい競技
場に生まれ変わります。東京2020大会では、開会式・閉会式のほか、陸上競技やサッカーが
行われます。

大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所JV作成／JSC提供
注）パーツ等は完成予想イメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

植栽は完成後、約10年の姿を想定しております。

写真提供：独立行政法人日本スポーツ振興センター

開会式・閉会式／陸上競技／サッカー
開会式・閉会式／陸上競技

■　
▲オリンピックスタジアム1

日本の国技である相撲の聖地です。館内がす
り鉢状になっており、観客は四方から中央で
行われる競技を観戦することができます。

ボクシング■　

国技館6

巨大な舟形のアトリウム空間を持つガラス
棟がシンボリックな建物です。総合的な文
化情報発信拠点として、大小8つのホールな
どを備えています。

ウエイトリフティング　
パワーリフティング

■　
▲

東京国際フォーラム5

柔道をはじめとする日本の武道の聖地です。
東京1964大会では、柔道がオリンピック競
技として初めて実施され、この施設で開催
されました。

柔道／空手
柔道

■　
▲

日本武道館4

大会時には自転車競技（ロード）のスター
ト地点として仮設施設が整備されます。公
園の周囲には武蔵野の森が広がり、森の緑
を背景として美しい景観が楽しめます。

自転車競技（ロード	（ロードレース・ス
タート）	）　

■　

武蔵野の森公園10

東京スタジアムに隣接する場所に新しく整
備された施設です。最大10,000人以上収容
可能なメインアリーナなどを有する総合ス
ポーツかつ多目的施設です。

バドミントン／近代五種
（フェンシング	ランキングラウンド	（エペ））
車いすバスケットボール

■　

▲

武蔵野の森
総合スポーツプラザ

8

サッカーをはじめ、多彩なイベントに利用
されている多目的スタジアムです。

サッカー／ラグビー／近代五種（水泳、
フェンシング	ボーナスラウンド	（エペ）、
馬術、レーザーラン）

■　

東京スタジアム9

東京1964大会時に馬術が行われた場所で
す。1964 年のオリンピックレガシーを有
する施設のひとつです。現在は、馬事普及
の拠点になっています。

馬術（馬場馬術、総合馬術、障害馬術）
馬術

■　
▲

馬事公苑7

オリンピック競技
パラリンピック競技

■　
▲

有明北地区に新しく整備されるアリーナで
す。

バレーボール（バレーボール）　
車いすバスケットボール

■　
▲

有明アリーナ11

2015年10月時点のイメージ図
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札幌大通公園は、大会時には陸上競技（マ
ラソン・競歩）の競技会場として、仮設施
設が整備されます。大通公園は札幌市の中
心部に位置し、長さ約1.5km、面積約7.8ha
におよび、美しい花壇や芝生・樹木のほか、
様々なイベント会場として、一年を通して
多くの観光客や市民に親しまれています。

陸上競技（マラソン）／陸上競技（競歩）■　

札幌大通公園25

「世界最高レベル」ともいわれる良質な波を
求めて多くのサーファーが訪れる海岸です。
東京2020大会追加競技が行われます。千葉
県長生郡一宮町にあります。

サーフィン■　

釣ヶ崎海岸
サーフィンビーチ

29

210,000㎡の敷地に「国際展示場」「国際
会議場」「幕張イベントホール」の3施設で
構成される複合コンベンション施設です。
千葉県千葉市にあります。

幕張メッセ282726
テコンドー／レスリング／フェンシング
シッティングバレーボール／テコンドー
／車いすフェンシング／ゴールボール

■　
▲

辰巳の森海浜公園に新しく整備される施設
です。

水泳（競泳、飛込、アーティスティック
スイミング）　
水泳

■　

▲

東京アクアティクス
センター

23

2019年1月時点の大会時イメージ図

東京都における水泳の中心的・象徴的施設
としての役割を担う広域的な専門施設とし
て設置されました。

水泳（水球）■　

東京辰巳国際水泳場24

夢の島公園内にアーチェリー場を整備しま
す。

アーチェリー　
アーチェリー

■　
▲

夢の島公園
アーチェリー場

22

都心に近い東京の臨海部に新しく整備され
る施設です。

カヌー（スプリント）／ボート　
カヌー／ボート

■　
▲

海の森水上競技場20

葛西臨海公園の隣接地に新しく整備される
国内初の人工コースの施設です。

カヌー（スラローム）■　

カヌー・スラローム
センター

21

2016年5月時点のイメージ図2019年1月時点の大会時イメージ図

このエリアは、日本のテニスの聖地と言わ
れています。大会時には緑に囲まれた敷地
に屋外9面のテニスコートに加え、観客席付
きのショーコートが2面と「有明コロシア
ム」が整備され、試合が行われます。

テニス　
車いすテニス

■　
▲

有明テニスの森14

有明北地区に仮設で整備される会場です。
大会時には、12,000人の客席数を有する競
技場が建設される予定です。

体操　
ボッチャ

■　
▲

有明体操競技場12

選手村やIBC/MPC（東京ビッグサイト）か
らも近いウォーターフロントエリアの有明
北地区に計画されています。アーバンスポー
ツの中心となる会場のひとつです。

自転車競技（BMXフリースタイル、
BMXレーシング）／スケートボード

■　

有明アーバン
スポーツパーク

13

2017年11月時点のイメージ図 東京都提供

東京都提供

東京湾のすばらしい眺めとドラマチックな
都市景観を一度に楽しむことができる埋立
地です。大会時には、馬術のクロスカント
リーコースが仮設で整備されます。

馬術（総合馬術（クロスカントリー））■　

海の森クロスカントリー
コース

19

大井ふ頭中央海浜公園に整備される施設で
す。

ホッケー■

大井ホッケー競技場18

ウォーターフロントの象徴であるレイン
ボーブリッジを背景に、東京湾の美しい景
色を眺めることができる公園です。大会時
には仮設で競技会場が整備されます。

ビーチバレーボール■　

潮風公園16

選手村からも近い青海エリアの敷地に、仮
設で整備される会場です。東京湾が見える
場所に位置し、世界中の若者をエンゲージ
する東京2020大会を象徴する会場のひと
つです。

バスケットボール（3x3	バスケットボー
ル）／スポーツクライミング
5人制サッカー

■　

▲

青海アーバンスポーツパーク17
2016年6月時点のイメージ図

海や緑の自然と、レインボーブリッジなど
の未来的景観が融合した観光スポットであ
る台場地区にある公園です。大会時には、
仮設で競技会場が整備されます。

水泳（マラソンスイミング）／トライア
スロン
トライアスロン

■　

▲

お台場海浜公園15
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サッカーと野球のプロチーム2つの本拠地
にもなっている施設です。日本最北にある
全天候型ドームスタジアムです。北海道札
幌市にあります。

サッカー　■　

札幌ドーム39

東京1964大会時にも、この訓練場でライ
フル射撃競技が行われました。大会時には、
オリンピック基準に適合した射撃の仮設施
設が整備されます。

射撃　
射撃

■　
▲

陸上自衛隊朝霞訓練場31

「スポーツを楽しむ」「自然と憩い」「家族で
楽しむ」「歴史散策」の4つのエリアを有す
る総合運動公園内にある野球場です。プロ
野球公式戦、高校野球、社会人野球等の幅
広い試合が開催されています。福島県福島
市にあります。

野球・ソフトボール■　

福島あづま球場37

日本最大規模の72,327席の観客収容能力を
誇る屋外多目的競技場です。神奈川県横浜
市にあります。

サッカー■　

横浜国際総合競技場43

大会時には、起伏に富んだ全長約4,100m
のオフロードコースが整備されます。静岡
県伊豆市にあります。

自転車競技（マウンテンバイク）■　

伊豆MTBコース35

本格的なサッカー専用スタジアムで、常緑
の天然芝フィールドとスタンドのどこから
でも観戦しやすい観客席を有しています。
プロサッカーチームの本拠地にもなってい
ます。茨城県鹿嶋市にあります。

サッカー■　

茨城カシマスタジアム41

東京1964大会時に使用するため、整備され
た日本初の競技用ハーバーです。1964 年
のオリンピックレガシーを有する施設の1
つです。神奈川県藤沢市にあります。

セーリング■　

江の島ヨットハーバー33

横浜公園内にある日本初の多目的スタジア
ムです。日本のプロ野球チームの本拠地に
もなっています。東京2020大会追加競技が
行われます。神奈川県横浜市にあります。

野球・ソフトボール■　

横浜スタジアム38

スポーツイベント、コンサート、講演会な
どさまざまな用途に対応した国内最大級の
多目的ホールです。埼玉県さいたま市にあ
ります。

バスケットボール■　

さいたま
スーパーアリーナ

30

約265,700㎡の敷地に、展示ホール、
国際会議場、レセプションホールなどを
備える日本最大のコンベンション施設で
す。大会時には、報道・放送センターに
なります。

IBC/MPC
（東京ビッグサイト）東京都中央区晴海に整備される選手村の

宿泊棟については、東京都が施行する市
街地再開発事業において民間事業者が整
備する住宅棟を、大会期間中に一時使用
する計画となっています。大会後、住宅
棟は改修し、新たに建築する高層棟とと
もに分譲等を行う予定となっています。

選手村

アジア最大級・日本で最大のサッカー専用
スタジアムです。埼玉県さいたま市にあり
ます。

サッカー■　

埼玉スタジアム200242

国際自転車競技連合（UCI）規格の周長
250ｍ木製走路を有する屋内型自転車ト
ラック競技施設です。静岡県伊豆市にあり
ます。

自転車競技（トラック）
自転車競技（トラック）

■　
▲

伊豆ベロドローム34

スタジアムの観客席を覆う大屋根は、仙台
藩主「伊達政宗公」の兜飾りの三日月をデ
ザインしています。陸上競技場兼サッカー
球技場です。宮城県宮城郡利府町にありま
す。

サッカー■　

宮城スタジアム40

緑豊かな武蔵野丘陵に広がるゴルフ場です。
ゴルフ伝承の一端を担う設計者により設計
された、80年以上の歴史を誇る施設です。
埼玉県川越市にあります。

ゴルフ■　

霞ヶ関カンツリー倶楽部32

首都圏に最も近い国際サーキットです。場
内には、最新の国際レーシングコースに加
え、レース関係者や報道関係者などが利用
する施設についても最新の設備が導入され
ており、大規模な国際大会の運営に対応し
ています。

自転車競技	(ロード（ロードレース・ゴール、個
人タイムトライアル)）	
自転車競技（ロード）スタート地点・ゴール地点

■　

▲

富士スピードウェイ36©日本サイクルスポーツセンター
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チケット転売禁止法について
2018年12月に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に
関する法律」が成立し、2019年6月14日に施行されました。
東京2020大会のチケット不正転売は、法律によって禁止されています。
（※違反者には1年以下の懲役、または100万円以下の罰金、また両方が科されます。）

無効なチケットや偽チケットについて
オークションサイトなどの非公式チャネルには、無効なチケットや偽チケットが出品される恐
れがあります。また非公式チャネルで購入されたチケットでは、会場に入場いただけません。
不正転売や詐欺行為等の被害にあわないよう、十分ご注意下さい。

来場予定者の登録と本人確認について
購入いただいたチケットは、来場を予定されている方のお名前を事前にご登録いただきます。
来場予定者が変更になった場合は、マイチケット上から変更下さい。
またチケット券面上には、購入者のお名前を記載させていただきます。
会場では本人の確認をさせていただく場合がありますので、身分証明書等をご持参するよう
にお願いします。
なお、開閉会式の「東京2020みんなで応援チケット」をご購入いただいたグループの皆様は、
ご来場者全員の本人確認を実施したのち、グループの皆様揃ってのご入場となります。

チケットの無断転売は禁止です
複数のIDを取得し、抽選申込を行うことは禁止されています。そうした禁止
行為が発覚した場合、申込、当選、購入済のチケットを無効とさせていただ
く場合があります。またサービスの利用資格を停止いただく場合があります。

3.注意事項
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、東京2020大会が、障がいの有無に関わらず、すべての人々
にとってアクセシブルでインクルーシブな大会となるよう様々な取組みを推進しています。

アクセシビリティへの配慮について
組織委員会は、「Tokyo	2020	アクセシビリティ・ガイドライン」に基づき、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けたアクセスの機会を確保すべく環境整備を図ることで、障がいの有無に関わらず、全ての人々が相互
に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に貢献することを目指します。車いすを使用される方や障がいのある方、子
どもやシニアを含む全ての方が大会を楽しんでいただけるよう、以下のようなチケットをご用意しております。

4.アクセシビリティ

車いすユーザー向け観戦チケット

開閉会式を含む全競技セッションで、車いすを使用される方および同伴者の方が一緒に観戦いただけるチケットをご用意しております。
車いすユーザーチケット／同伴者チケット

対象者 車いすユーザーで、車いすエリアでの観戦をされる方およびその同伴者の方

対象競技 開閉会式を含む全競技セッション

価格 車いすユーザーと同伴者のチケットは同価格となります。

同伴者チケット 車いすユーザーチケット 1枚につき、1枚の同伴者チケットの申込が可能となります。

注意事項

※車いす席は、一般の座席ではなく、車いす席エリアでの観戦となります。自由席の会場も、車いす席エリアでの観
戦となり、会場により座席位置が指定される場合があります。何れの会場も一般席のエリア内での観戦ではござい
ませんのでご了承下さい。
※車いす席と同伴者席は、隣接した座席となります。
※申込上限枚数内に限り、同伴者チケットに加え、一般チケットも同時に申込可能です。但し、車いす席（同伴者席
含む）と一般席は離れた場所での観戦となりますのでご了承下さい。
※座席エリアは車いす席エリアでの観戦となります。選択した一般席のエリア内ではございませんのでご了承下さい。

東京2020みんなで応援チケット
子ども、シニアの方、障がいのある方も含めた家族やグループで、気軽に会場に来ていただけるグループ向けのチケットとなります。

対象者 13 歳以下の子ども・60歳以上のシニアの方・障がい（車いすユーザーを含む）のある方を 1名以上含む家
族やグループ

対象競技 開閉会式と予選を中心とした全競技セッション

座席エリア 各競技・会場の最下位席種エリア

価格 2,020 円（税込）/枚

申込上限枚数 申込枚数は、2枚以上となります

車いすを使用の方

東京2020みんなで応援チケットは、車いすを使用される方およびその同伴者のチケットをご用意しています。
車いすユーザーチケットを希望の場合、上限枚数の範囲内であれば1枚につき、1枚の同伴者チケットの申込
が可能となります。
また、東京2020みんなで応援チケットの一般席と車いす席を一緒に購入された場合、可能な限りお近くの座
席にてご用意させていただきますが、隣り合う座席とはなりませんのでご了承ください。

注意事項

※対象年齢は競技開催日時点となります。
※予定枚数に達した時点で、販売終了となります。
※開閉会式の東京2020みんなで応援チケットをご購入いただいたグループの皆様は、ご来場者全員の本人確
認を実施したのち、グループの皆様揃ってのご入場となります。
ご入場方法等の詳細につきましては、開催日までにご購入者様の登録メールアドレス宛にお知らせいたします。
※3歳未満で席を使用しない場合はチケットは必要ありませんが、東京2020みんなで応援チケットの対象者
が3歳未満の子どもの場合は、チケットの購入が必要となります。



9

※

種別・種目

1

23

24

15

22

25

8

37

38

17

30

6

21

20

13

35

10、

34

7

19

27

1

42
39

9

43
4140

32

12

3

18

4

4

8 9

20

9

33

31

13

17

29

2

26

14

15

16

11

5

26

36

1

札幌大通公園

チケットの最新販売状況などについては、こちらからご確認ください。

【会期：2021年7月23日（金）～8月8日（日）】

12,000円～
5,800円～
3,500円～
4,000円～
3,000円～
3,500円～
3,000円～
3,000円～

チケット販売なし 

4,000円～
4,000円～
2,500円～
3,000円～
3,000円～
3,500円～
3,000円～
3,000円～
2,500円～
3,000円～

5,000円 
3,500円～
4,000円～

3,000円～

3,000円～

2,500円～

7,000円～
4,000円～
4,000円～
5,500円～
3,500円～
2,500円～
4,000円～
3,500円～
2,500円～
3,000円～
2,500円～
3,000円～

2,500円～

4,000円～

3,000円～
3,000円

3,500円～
3,000円～
3,000円～
4,000円～
3,500円～
4,000円～
2,500円～
4,000円～

300,000円
108,000円
30,500円
45,000円
18,000円
5,500円
7,000円
130,000円

45,000円
67,500円
25,500円
18,000円
108,000円
45,000円
10,000円
9,500円
10,000円
12,500円

5,500円
14,500円

16,000円

11,500円

67,500円

10,000円
72,000円
36,000円
16,000円
20,000円
10,000円
54,000円
12,800円
4,000円
9,500円
25,500円
5,500円

5,500円

11,500円

12,500円

36,000円
9,500円
54,000円
8,000円
45,000円
54,000円
12,800円
45,000円

7月
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月
31 1 2 3 4 5 6 7 8

※チケット価格は、2020年2月20日現在のものです。大会計画や競技スケジュールなどにより、価格帯等は変更となる場合があります。　※チケット価格は全て日本円･税込みです。　※本スケジュールは、東京2020オリンピックが終わるまで
変更となる可能性があります。　※サーフィンについては、大会2日目から9日目までサーフィンフェスティバルを開催します。　※7月23日のアーチェリーのセッションについてはチケットの販売はございません。

フリースタイル、グレコローマン

武蔵野の森公園

※

5.競技スケジュール一覧

◆＝サーフィン競技予備日＝メダルセッション
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6.全競技スケジュールとチケット価格

開会式・閉会式

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-23 金 19:00 23:00 開会式
※プレショーは19:00、式典は20:00開始を予定しています。 TOOOC01 ¥300,000 ¥242,000 ¥107,000 ¥45,000 ¥12,000 ¥2,020 ¥45,000 ¥12,000

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-08 日 19:00 23:00 閉会式
※プレショーは19:00、式典は20:00開始を予定しています。 TOOCC01 ¥220,000 ¥177,000 ¥82,000 ¥35,000 ¥12,000 ¥2,020 ¥35,000 ¥12,000

【開会式】
オリンピックスタジアム
A 席 指定席 B 席 指定席

C 席 指定席

E 席 指定席

D 席 指定席

【閉会式】
オリンピックスタジアム
A 席 指定席 B 席 指定席

C 席 指定席

E 席 指定席

D 席 指定席
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 19:00 21:30

男子400m個人メドレー予選	／	女子100mバタフライ
予選	／	男子400m自由形予選	／	女子400m個人メド
レー予選	／	男子100m平泳ぎ予選	／	女子4×100m
フリーリレー予選

TOSWM01 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-25 日 10:30 12:20

男子400m個人メドレー決勝	／	女子100mバタフライ
準決勝	／	男子400m自由形決勝	／	男子400m個人メ
ドレー表彰式	／	女子400m個人メドレー決勝	／	男子
400m自由形表彰式	／	男子100m平泳ぎ準決勝	／	女
子4×100mフリーリレー決勝	／	女子400m個人メド
レー表彰式	／	女子4×100mフリーリレー表彰式

TOSWM02 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-25 日 19:00 21:30
女子100m背泳ぎ予選	／	男子200m自由形予選	／	女
子100m平泳ぎ予選	／	男子100m背泳ぎ予選	／	女子
400m自由形予選	／	男子4×100mフリーリレー予選

TOSWM03 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-26 月 10:30 12:40

女子100mバタフライ決勝	／	男子200m自由形準決勝	／	
女子100m平泳ぎ準決勝	／	女子100mバタフライ表彰式	
／	男子100m平泳ぎ決勝	／	女子400m自由形決勝	／	男
子100m背泳ぎ準決勝	／	男子100m平泳ぎ表彰式	／	女
子100m背泳ぎ準決勝	／	男子4×100mフリーリレー決
勝	／	女子400m自由形表彰式	／	男子4×100mフリーリ
レー表彰式

TOSWM04 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-26 月 19:00 21:30 女子200m自由形予選	／	男子200mバタフライ予選	／	
女子200m個人メドレー予選	／	女子1500m自由形予選 TOSWM05 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-27 火 10:30 12:25

女子200m自由形準決勝	／	男子200m自由形決勝	／	
女子100m背泳ぎ決勝	／	男子100m背泳ぎ決勝	／	男
子200m自由形表彰式	／	女子100m平泳ぎ決勝	／	女
子100m背泳ぎ表彰式	／	男子200mバタフライ準決
勝	／	男子100m背泳ぎ表彰式	／	女子200m個人メド
レー準決勝	／	女子100m平泳ぎ表彰式

TOSWM06 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-27 火 19:00 21:30
男子100m自由形予選	／	女子200mバタフライ予選	
／	男子200m平泳ぎ予選	／	男子4×200mフリーリ
レー予選	／	男子800m自由形予選

TOSWM07 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-28 水 10:30 13:05

男子100m自由形準決勝	／	女子200m自由形決勝	／	
男子200mバタフライ決勝	／	女子200mバタフライ準
決勝	／	女子200m自由形表彰式	／	男子200m平泳ぎ
準決勝	／	男子200mバタフライ表彰式	／	女子200m
個人メドレー決勝	／	女子1500m自由形決勝	／	女子
200m個人メドレー表彰式	／	男子4×200mフリー
リレー決勝	／	女子1500m自由形表彰式	／	男子4×
200mフリーリレー表彰式

TOSWM08 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-28 水 19:00 21:30
女子100m自由形予選	／	男子200m背泳ぎ予選	／	女
子200m平泳ぎ予選	／	男子200m個人メドレー予選	
／	女子4×200mフリーリレー予選

TOSWM09 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-29 木 10:30 13:10

男子800m自由形決勝	／	男子200m平泳ぎ決勝	／	女子
100m自由形準決勝	／	男子200m背泳ぎ準決勝	／	男子
800m自由形表彰式	／	女子200mバタフライ決勝	／	男
子100m自由形決勝	／	男子200m平泳ぎ表彰式	／	女子
200m平泳ぎ準決勝	／	男子200m個人メドレー準決勝	
／	女子200mバタフライ表彰式	／	女子4×200mフリー
リレー決勝	／	男子100m自由形表彰式	／	女子4×200m
フリーリレー表彰式

TOSWM10 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

　一定の距離を決められた泳法（自由形、背泳ぎ、平

泳ぎ、バタフライ）で泳いでタイムを競う競泳。リ

オデジャネイロ2016大会では個人種目とリレー種目

を合わせ、男女で32種目がプールで行われた。東京

2020大会では、男子800ｍ自由形、女子1500ｍ自由

形、混合4×100ｍメドレーリレーの3種目が新たに加

わり、種目数は35となる。

　それぞれの泳法はもちろん、スタートの飛び込みか

ら水中動作、ターンに至る一連の加速、水の抵抗を極

力受けないためのテクニックも重要である。4泳法のう

ち自由形は、どのような泳法で泳いでもルールとして

は問題ないが、現在は最も速いクロールで全員が泳ぐ。

　プール以外では、北京2008大会から正式種目に採

用された10kmマラソンスイミングだけが、海や川、

湖など、プール以外で行われる。オープンウォーター

スイミングとも呼ばれる。

【競技会場】
東京アクアティクスセンター

限界を越え続ける最速スイマー達。
0.01秒の極限の闘い。

水泳 （競泳）

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 19:00 21:30
女子800m自由形予選	／	男子100mバタフライ予選	
／	女子200m背泳ぎ予選	／	混合4×100mメドレーリ
レー予選

TOSWM11 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-30 金 10:30 12:10

男子100mバタフライ準決勝	／	女子200m平泳ぎ決勝	
／	男子200m背泳ぎ決勝	／	女子100m自由形決勝	／	
女子200m平泳ぎ表彰式	／	男子200m個人メドレー決
勝	／	男子200m背泳ぎ表彰式	／	女子200m背泳ぎ準
決勝	／	女子100m自由形表彰式	／	男子200m個人メド
レー表彰式

TOSWM12 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-30 金 19:00 21:30
男子50m自由形予選	／	女子50m自由形予選	／	男子
1500m自由形予選	／	女子4×100mメドレーリレー予
選	／	男子4×100mメドレーリレー予選

TOSWM13 ¥37,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-31 土 10:30 12:20

男子100mバタフライ決勝	／	女子200m背泳ぎ決勝	
／	女子800m自由形決勝	／	男子100mバタフライ表
彰式	／	男子50m自由形準決勝	／	女子200m背泳ぎ表
彰式	／	女子50m自由形準決勝	／	混合4×100mメド
レーリレー決勝	／	女子800m自由形表彰式	／	混合4
×100mメドレーリレー表彰式

TOSWM14 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-01 日 10:30 12:25

男子50m自由形決勝	／	女子50m自由形決勝	／	男子
1500m自由形決勝	／	男子50m自由形表彰式	／	女子4
×100mメドレーリレー決勝	／	女子50m自由形表彰式	
／	男子4×100mメドレーリレー決勝	／	男子1500m自
由形表彰式	／	女子4×100mメドレーリレー表彰式	／	
男子4×100mメドレーリレー表彰式

TOSWM15 ¥108,000 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　高さ3メートルのジュラルミン製でできた飛板を使

い、反発力を利用して演技を行う「飛板飛込」と、10メー

トル高さの台から飛び込む「高飛込」の2種類が行わ

れる。演技は、踏切の方向と宙返りの方向、演技にひ

ねりを加えたもの、逆立ちからスタートするものがあ

る。採点は、回転の型（伸型、蝦型（えびがた）、抱型

の3種類）を組み合わせた演技の完成度や美しさ、入

水時の水しぶきの少なさなどを見る。これに加え、シ

ンクロナイズドダイビングは、2人でどれだけ演技が

同調（シンクロ）しているかも採点される。

【競技会場】
東京アクアティクスセンター

ダイナミックな回転から、一点の乱れもない入水。
2秒の演技が起こす大逆転劇は、まばたきすら許されない。

水泳 （飛込）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-25   日 15:00 16:00
女子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込決勝	
／	女子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込
表彰式

TODIV01 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-26 月 15:00 16:00
男子シンクロナイズドダイビング10m高飛込決勝	
／	男子シンクロナイズドダイビング10m高飛込
表彰式

TODIV02 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-27 火 15:00 16:00
女子シンクロナイズドダイビング10m高飛込決勝	
／	女子シンクロナイズドダイビング10m高飛込
表彰式

TODIV03 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-28 水 15:00 16:00
男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込決勝	
／	男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込
表彰式

TODIV04 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-30 金 15:00 17:30 女子3m飛板飛込予選 TODIV05 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 15:00 16:30 女子3m飛板飛込準決勝 TODIV06 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-01 日 15:00 16:30 女子3m飛板飛込決勝	／	女子3m飛板飛込表彰式 TODIV07 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-02 月 15:00 17:30 男子3m飛板飛込予選 TODIV08 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-03 火 10:00 11:30 男子3m飛板飛込準決勝 TODIV09 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-03 火 15:00 16:30 男子3m飛板飛込決勝	／	男子3m飛板飛込表彰式 TODIV10 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-04 水 15:00 17:30 女子10m高飛込予選 TODIV11 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-05 木 10:00 11:30 女子10m高飛込準決勝 TODIV12 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-05 木 15:00 16:30 女子10m高飛込決勝	／	女子10m高飛込表彰式 TODIV13 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-06 金 15:00 17:30 男子10m高飛込予選 TODIV14 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-07 土 10:00 11:30 男子10m高飛込準決勝 TODIV15 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-07 土 15:00 16:30 男子10m高飛込決勝	／	男子10m高飛込表彰式 TODIV16 ¥30,500 ¥24,500 ¥12,500 ¥8,000 ¥8,000

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　音楽に合わせてプールの中でさまざまな動き・演技

を行い、技の完成度や同調性、演技構成、さらには芸

術性や表現力を競う。オリンピックは女子のみで実施

されるアーティスティックスイミング。2分20～50秒

の曲に、決まった8つの動きを入れるテクニカルルー

ティンと、3～4分の曲の中で自由に演技するフリー

ルーティンが行われる。

　美しい装飾を施した特殊な水着を着け、水にぬれて

も落ちないメイクを施し、水が鼻に入らないようにノー

ズクリップを着用（しなくてもよい）し、水の中で舞

う選手たち。同調性、難易度、技術、そして演技構成

などが採点され、順位が決まる。

【競技会場】
東京アクアティクスセンター

ダイナミックかつ繊細な舞。
一糸乱れぬマーメイド達の競演が、観客を虜にする。

水泳 （アーティスティックスイミング）

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-02 月 19:30 21:30 デュエットフリールーティン予選 TOSWA01 ¥13,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-03 火 19:30 21:00 デュエットテクニカルルーティン TOSWA02 ¥13,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-04 水 19:30 21:00 デュエットフリールーティン決勝	／	デュエット
表彰式 TOSWA03 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-06 金 19:30 21:00 チームテクニカルルーティン TOSWA04 ¥13,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-07 土 19:30 21:10 チームフリールーティン	／	チーム表彰式 TOSWA05 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800 ¥5,800

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　水深2メートル以上のプール内につくられた縦30

メートル横20メートル（女子は縦25メートル横20メー

トル）のコートで、2チームがボールをゴールに投げ

入れ合って得点を競う水中の球技。ゴールキーパーを

含めた1チーム7人の選手たちは、試合中一度も底に脚

をつけずにプレーする。攻撃開始から30秒以内（コー

ナースロー、退水、リバウンド等一部20秒もある）に

シュートまで持ち込まなければならないというルール

があり、それを過ぎると攻撃権は相手に移る。試合時

間は4ピリオド制（1ピリオドは8分間）。プールで行わ

れる唯一の球技種目だ。

　1860年代のイギリスで「ボールを決められた水上

のポイントまで運び合うゲーム」として始まり、その

あまりの荒々しさから危険を防ぐためにルールが制定

され、スポーツとしての水球が確立したとされている。

オリンピックでは、男子はパリ1900大会から、女子

はシドニー2000大会から行われている。

【競技会場】
東京辰巳国際水泳場

鋼の肉体がぶつかり合う水中の格闘技。
激しいゲームの中で、各国の緻密な戦略が光る。

水泳 （水球）

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 14:00 16:50 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO01 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 18:20 21:10 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO02 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 10:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO03 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 14:00 16:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO04 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 18:20 21:10 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO05 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 14:00 16:50 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO06 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 18:20 21:10 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO07 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 10:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO08 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 14:00 16:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO09 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 18:20 21:10 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO10 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 14:00 16:50 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO11 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 18:20 21:10 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO12 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 10:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO13 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 14:00 16:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO14 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 18:20 21:10 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO15 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 14:00 16:50 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO16 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 18:20 21:10 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO17 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 10:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO18 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-31 土 14:00 16:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO19 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 18:20 21:10 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO20 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-01 日 14:00 16:50 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO21 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-01 日 18:20 21:10 女子予選ラウンド（2試合） TOWPO22 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 10:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO23 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 14:00 16:50 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO24 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 18:20 21:10 男子予選ラウンド（2試合） TOWPO25 ¥10,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-03 火 14:00 16:50 女子準々決勝（2試合） TOWPO26 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-03 火 18:20 21:10 女子準々決勝（2試合） TOWPO27 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-04 水 14:00 16:50 男子準々決勝（2試合） TOWPO28 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-04 水 18:20 21:10 男子準々決勝（2試合） TOWPO29 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-05 木 14:00 16:50 女子5-8位決定戦	／	女子準決勝 TOWPO30 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-05 木 18:20 21:10 女子5-8位決定戦	／	女子準決勝 TOWPO31 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-06 金 14:00 16:50 男子5-8位決定戦	／	男子準決勝 TOWPO32 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-06 金 18:20 21:10 男子5-8位決定戦	／	男子準決勝 TOWPO33 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-07 土 09:30 12:20 女子7-8位決定戦	／	女子5-6位決定戦 TOWPO34 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-07 土 13:40 15:00 女子3位決定戦 TOWPO35 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-07 土 16:30 18:20 女子決勝戦	／	女子表彰式 TOWPO36 ¥18,000 ¥14,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-08 日 09:30 12:20 男子7-8位決定戦	／	男子5-6位決定戦 TOWPO37 ¥12,500 ¥10,000 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-08 日 13:40 15:00 男子3位決定戦 TOWPO38 ¥14,500 ¥11,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-08 日 16:30 18:20 男子決勝戦	／	男子表彰式 TOWPO39 ¥18,000 ¥14,500 ¥5,000 ¥5,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。



17

　海や川、湖といったなかで、安全に配慮された自然

を使い、男女ともに10kmを泳ぐ水泳のマラソンとも

言える競技。2008年の北京大会から正式種目に採用

された、比較的新しい競技だ。基本的には周回コースで、

選手たちは途中で給水も行いながら約2時間にも及ぶ

耐久レースを戦い抜く。記録も重要ではあるが、天候

等の環境によって試合環境が左右されるため、戦略を

含めた勝負の比重が高い。いかに波や潮の流れなどの

自然環境を味方につけ、活用していくかも勝負の大き

なポイントにもなる。自分を磨き上げることはもちろ

ん、駆け引き、環境への対応、戦略などの経験が生き

るためベテラン選手も多く、抜きつ抜かれつの見応え

のある試合展開が魅力だ。

【競技会場】
お台場海浜公園	

最も長い水泳競技。
2時間もの耐久レース。

水泳 （マラソンスイミング）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-04 水 06:30 09:10 女子10km	／	女子10km表彰式 TOOWS01 ¥5,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-05 木 06:30 09:10 男子10km	／	男子10km表彰式 TOOWS02 ¥5,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

A 席 自由席 B 席 自由席（立見）

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　アーチェリーは、的を狙って弓で矢を放ち、得点を

競う競技。体力や技術はもちろん必須だが、わずかな

雑念がミスにつながる競技であり、メンタルの強さが

勝敗の決め手となる。一流選手たちが、重要な場面で

どれだけ平常心を保って正確な矢を放てるかが見どこ

ろだ。

　屋外の地面の平坦な射場で行うターゲットアーチェ

リー、森や山などで行われるフィールドアーチェリー、

室内で行われるインドアアーチェリーなど競技の種類

はさまざまだが、オリンピックではターゲットアーチェ

リーを実施している。

　オリンピックにアーチェリーが採用されたのはパリ

1900大会。パリ1924大会からしばらく外されていた

が、ミュンヘン1972大会から再び正式競技として復

活した。

　オリンピックでは70メートルで競技を行い標的は直

径122センチメートルの円で、中心に当たれば10点。

以下、得点となる円の帯が並んでいて、9点、8点……

1点と外側に向かって点数が小さくなる。1点の外側は

0点となる。70メートルというとオリンピック競泳の

50メートルプールよりさらに長い距離だ。そんなに遠

くからＣＤと同じ大きさの中心の10点をめがけて矢を

放つのである。まずはその壮大さ、高度な技に圧倒さ

れる。

【競技会場】
夢の島公園アーチェリー場

70メートル先から的を射抜く驚異の集中力。
極限の緊張感に、観る者すべてが息を呑む。

アーチェリー

A 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-23 金 09:00 11:00 女子個人ランキングラウンド	
※チケットの販売はございません TOARC01

2021-07-23 金 13:00 15:00 男子個人ランキングラウンド	
※チケットの販売はございません TOARC02

2021-07-24 土 09:30 12:05 混合団体1回戦 TOARC03 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 14:15 17:25 混合団体準々決勝	／	混合団体準決勝	／	混合団体
3位決定戦	／	混合団体決勝	／	混合団体表彰式 TOARC04 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-25 日 09:30 11:05 女子団体1回戦 TOARC05 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 13:45 17:25 女子団体準々決勝	／	女子団体準決勝	／	女子団体
3位決定戦	／	女子団体決勝	／	女子団体表彰式 TOARC06 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-26 月 09:30 11:05 男子団体1回戦 TOARC07 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 13:45 17:25 男子団体準々決勝	／	男子団体準決勝	／	男子団体
3位決定戦	／	男子団体決勝	／	男子団体表彰式 TOARC08 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-27 火 09:30 13:25 男子個人1回戦·2回戦	／	女子個人1回戦·2回戦 TOARC09 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 16:00 19:55 男子個人1回戦·2回戦	／	女子個人1回戦·2回戦 TOARC10 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 09:30 13:25 男子個人1回戦·2回戦	／	女子個人1回戦·2回戦 TOARC11 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 16:00 18:40 男子個人1回戦·2回戦	／	女子個人1回戦·2回戦 TOARC12 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 09:30 13:25 男子個人1回戦·2回戦	／	女子個人1回戦·2回戦 TOARC13 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 16:00 18:40 男子個人1回戦·2回戦	／	女子個人1回戦·2回戦 TOARC14 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 09:30 11:15 女子個人3回戦 TOARC15 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 14:45 17:20 女子個人準々決勝	／	女子個人準決勝	／	女子個人
3位決定戦	／	女子個人決勝	／	女子個人表彰式 TOARC16 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-31 土 09:30 11:15 男子個人3回戦 TOARC17 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 14:45 17:20 男子個人準々決勝	／	男子個人準決勝	／	男子個人
3位決定戦	／	男子個人決勝	／	男子個人表彰式 TOARC18 ¥7,000 ¥7,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

札幌大通公園
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-30 金 09:00 12:30
男子3000m障害予選	／	男子走高跳予選	／	男子
円盤投予選	／	女子800m予選	／	男子400mハー
ドル予選	／	女子100m予選

TOATH01 ¥13,500 ¥11,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥6,000 ¥3,000

2021-07-30 金 19:00 21:00
女子5000m予選	／	女子三段跳予選	／	女子砲
丸投予選	／	混合4×400mリレー予選	／	男子
10000ｍ決勝

TOATH02 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥10,000 ¥5,800

2021-07-31 土 09:00 12:00
女子400mハードル予選	／	女子円盤投予選	／	男
子棒高跳予選	／	男子800m予選	／	女子100m
ハードル予選	／男子100m予備予選

TOATH03 ¥13,500 ¥11,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥6,000 ¥3,000

2021-07-31 土 19:00 21:55

男子10000ｍ表彰式	／	男子走幅跳予選	／	女子
100m準決勝	／	男子100m予選	／	男子円盤投決
勝	／	女子800m準決勝	／	混合4×400mリレー
決勝	／	女子100m決勝

TOATH04 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥10,000 ¥5,800

2021-08-01 日 09:10 12:00

女子ハンマー投予選	／	女子3000ｍ障害予選	／	
女子走幅跳予選	／	男子円盤投表彰式	／	女子砲
丸投決勝	／	男子400m予選	／	混合4×400mリ
レー表彰式

TOATH05 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥7,000 ¥4,000

【競技会場】
オリンピックスタジアム

陸上競技
世界記録のその先へ。
人類最速を決める戦いがはじまる。

華麗な跳躍、力強い投てき。
1cmでもより高く、遠くへ。

　競技場内1周400メートルの走路「トラック」を使って実施され

る競技。オリンピックでは短距離走、中・長距離走、障害走、ハー

ドル、リレーが行われ、距離、男女別に合計25種目が行われる。

共通するのは「走って競う」ということ。生身の人間が「いかに速

く走れるか」に挑戦するというシンプルな競技だけに体力が全てと

思われがちだが、スタートを始め多くの技術も身につけないと世界

の上位に食い込むことは難しい。0.1秒、0.01秒速く走るため、ト

ラックでは鍛え抜かれた選手たちが肉体の限界に挑む激烈な戦いが

繰り広げられる。

　陸上競技でトラックの内側や外側で行われる競技をフィールド

競技とよぶ。フィールド競技は、「跳躍」と「投てき」の2つに分

けられる。「跳躍」は、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳の4種目で、

跳ぶ高さや距離を競う。「投てき」も、砲丸投、円盤投、ハンマー投、

やり投の4種目で、こちらは手で投てき用具を遠くへ投げ、その

距離を競う。フィールド競技はトラック競技のように何人もの選

手が同時に競うことはない。1人ずつ試技を行い、その記録で順

位が決まる。フィールド競技は、記録への挑戦であり、自分との

勝負なのだ。

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

D 席 指定席 E 席 指定席

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

札幌大通公園



20

Track & Field
日付 曜日

開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-01 日 19:00 21:55

女子100m表彰式	／	 男子走高跳決勝	／	 男子
100m準決勝	／	女子100mハードル準決勝	／	女
子砲丸投表彰式	／	女子三段跳決勝	／	男子800m
準決勝	／	男子400mハードル準決勝	／	男子走高
跳表彰式	／	男子100m決勝

TOATH06 ¥130,000 ¥108,000 ¥41,500 ¥11,800 ¥5,800 ¥11,800 ¥5,800

2021-08-02 月 09:00 11:55
男子ハンマー投予選／	女子1500m予選	／	女子
三段跳表彰式	／	男子走幅跳決勝	／	女子200m予
選	／	女子100mハードル決勝

TOATH07 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥7,000 ¥4,000

2021-08-02 月 19:00 22:00

男子100m表彰式	／	男子走幅跳表彰式	／女子棒
高跳予選	／	女子200m準決勝	／	女子100mハー
ドル表彰式	／	女子円盤投決勝	／	男子400m準決
勝	／	女子400mハードル準決勝	／	男子3000m
障害決勝	／	女子5000m決勝

TOATH08 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥10,000 ¥5,800

2021-08-03 火 09:00 12:35

男子三段跳予選	／	男子1500m予選	／	女子やり
投予選	／	女子400m予選	／	女子円盤投表彰式	
／	男子3000m障害表彰式	／	女子走幅跳決勝	／	
男子200m予選	／	男子400mハードル決勝	／	女
子5000m表彰式

TOATH09 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥7,000 ¥4,000

2021-08-03 火 19:00 21:55

女子走幅跳表彰式	／	男子110mハードル予選	／	
男子砲丸投予選	／	男子棒高跳決勝	／	男子400m
ハードル表彰式	／	男子5000m予選	／	女子ハン
マー投決勝	／	男子200m準決勝	／	女子800m決
勝	／	女子200m決勝

TOATH10 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥10,000 ¥5,800

2021-08-04 水 09:00 12:25

男子十種競技100m	／	男子やり投予選	／	女子七
種競技100mハードル	／	男子十種競技走幅跳	／	
男子棒高跳表彰式	／	女子七種競技走高跳	／	女
子ハンマー投表彰式	／	女子800m表彰式	／	男子
110mハードル準決勝	／	女子400mハードル決
勝	／	男子十種競技砲丸投	／	女子400mハードル
表彰式

TOATH11 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥7,000 ¥4,000

2021-08-04 水 18:30 22:00

男子十種競技走高跳	／	女子1500m準決勝	／	女
子七種競技砲丸投	／	女子400m準決勝	／	女子
200m表彰式	／	女子3000ｍ障害決勝	／	男子ハン
マー投決勝	／	女子七種競技200m	／	女子3000
ｍ障害表彰式	／	男子800m決勝	／	男子十種競技
400m	／	男子200m決勝

TOATH12 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥10,000 ¥5,800

2021-08-05 木 09:00 15:05

男子十種競技110mハードル	／	女子走高跳予選	／	
男子ハンマー投表彰式	／	女子七種競技走幅跳	／	
男子十種競技円盤投	／	女子4×100mリレー予選	
／	男子800m表彰式	／	男子200m表彰式	／	男子
三段跳決勝	／	男子砲丸投決勝	／	男子4×100mリ
レー予選	／	男子110mハードル決勝	／	男子十種
競技棒高跳	／	女子七種競技やり投

TOATH13 ¥25,000 ¥19,000 ¥14,500 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥7,000 ¥4,000

2021-08-05 木 19:00 21:45

男子砲丸投表彰式	／	男子三段跳表彰式	／	男子
十種競技やり投	／	女子棒高跳決勝	／	女子4×
400mリレー予選	／	男子1500m準決勝	／	男子
110mハードル表彰式	／	男子400m決勝	／	女子
七種競技800m	／	男子十種競技1500m

TOATH14 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥5,800 ¥10,000 ¥5,800

2021-08-06 金 19:50 22:55

男子20km競歩表彰式	／	女子棒高跳表彰式	／	女
子七種競技表彰式	／	男子十種競技表彰式	／	男子
4×400mリレー予選	／	女子やり投決勝	／	男子
5000m決勝	／	男子400m表彰式	／	女子400m決
勝	／	女子1500m決勝	／	男子5000m表彰式	／	
女子400m表彰式	／	女子4×100mリレー決勝	／	
女子1500m表彰式	／	男子4×100mリレー決勝

TOATH15 ¥130,000 ¥108,000 ¥41,500 ¥11,800 ¥5,800 ¥11,800 ¥5,800

2021-08-07 土 19:00 22:20

男子50km競歩表彰式	／	 女子20km競歩表彰
式	／	女子4×100mリレー表彰式	／	男子4×
100mリレー表彰式	／	女子走高跳決勝	／	女子
10000m決勝	／	男子やり投決勝	／	女子やり投
表彰式	／	男子1500m決勝	／	女子10000m表彰
式	／	男子1500m表彰式	／	女子4×400mリレー
決勝	／	男子やり投表彰式	／	男子4×400mリ
レー決勝	／	女子走高跳表彰式	／	女子4×400m
リレー表彰式	／	男子4×400mリレー表彰式

TOATH16 ¥130,000 ¥108,000 ¥41,500 ¥11,800 ¥5,800 ¥11,800 ¥5,800

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-07 土 07:00 10:15
女子マラソン決勝	／女子マラソン札幌会場式典
※チケットの販売はございません。
※女子マラソンの表彰式はオリンピックスタジアムにおいて　
　閉会式内に行われます。

TOATM03

2021-08-08 日 07:00 09:45
男子マラソン決勝	／男子マラソン札幌会場式典
※チケットの販売はございません。
※男子マラソンの表彰式はオリンピックスタジアムにおいて　
　閉会式内に行われます。

TOATM04

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-05 木 16:30 18:05
男子20km競歩決勝	／	
男子20km競歩札幌会場式典
※チケットの販売はございません。

TOATW01

2021-08-06 金 05:30 10:00
男子50km競歩決勝	／	
男子50km競歩札幌会場式典
※チケットの販売はございません。

TOATW02

2021-08-06 金 16:30 18:15
女子20km競歩決勝	／	
女子20km競歩札幌会場式典
※チケットの販売はございません。

TOATW03

　ロード（一般道路）で実施される種目はマラソンと

競歩である。

　紀元前5世紀、ギリシャのマラトンに上陸したペル

シャ軍をアテナイ（アテネ）軍は討ち破る。勝利の知

らせをアテナイに伝えるため、若い兵士がマラトンか

らアテネの約40キロメートルを走り、「われ勝てり！」

と伝えて息絶えたという。そうした言い伝えからその

名がついたマラソン。アテネ1896大会（男子のみ）

以来、オリンピックでは欠かさずに行われており、ロ

サンゼルス1984大会で女子が加わり、数あるオリン

ピック競技のなかでも最も人気が高いものの１つだ。

　競歩は「歩く」速さを競う種目で、常に左右どちら

かの足が地面に接していなくてはならない。また、前

に振り出した脚が接地してから腰の真下に来るまで膝

が曲がってはいけない。オリンピックではロンドン

1908大会で、トラック種目として3,500m競歩が行わ

れているが、ロードで行われるようになったのはロサ

ンゼルス1932大会からである。

　マラソンも競歩も距離が長いだけでなく、路面の状

態や道の勾配、気象条件などの影響を大きく受ける種

目である。選手同士、選手自身、そして自然との過酷

な戦いに注目しよう。

【マラソン競技会場】
札幌大通公園

真夏の過酷なレース。
己のスタミナと精神力の限界に挑む。

陸上競技 （マラソン）、（競歩）

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

【競歩競技会場】
札幌大通公園

チケット販売なし

チケット販売なし
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　バドミントンは、1人対1人、または2人対2人で、

ラケットを使ってネット越しにシャトルを打ち合

い、得点を競うゲーム。オリンピックではバルセロナ

1992大会から正式競技となり、男女シングルス・男

女ダブルス・混合ダブルスが行われている。バドミン

トンが他のネットスポーツと決定的に違うのは、丸い

ボールではなくはシャトルというまったく形の違うも

のを使うこと。シャトルとは、半球状のコルクに水鳥

などの羽根を接着剤などで固定したもの。ラケットで

打った瞬間の初速は、あらゆる球技の中で最も速いが、

空気抵抗を大きく受けるため、初速と相手コートに届

くときの終速は著しく違う。そのシャトルの特性によ

り、バドミントンはストロークの種類が多く、ラリー

がスピードや変化に富んでいることが特徴だ。

【競技会場】
武蔵野の森総合スポーツプラザ

ショット初速は球技最速。
多彩なショットで相手の裏を鋭く狙い撃つ。

バドミントン

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:00 14:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予選
ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／		女子ダブ
ルス予選ラウンド	／	混合ダブルス予選ラウンド

TOBDM01 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-24 土 18:00 22:00
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予選
ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子ダブ
ルス予選ラウンド	／		混合ダブルス予選ラウンド

TOBDM02 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 10:00 15:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予選
ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子ダブ
ルス予選ラウンド	／	混合ダブルス予選ラウンド

TOBDM03 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 18:00 21:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予選
ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子ダブ
ルス予選ラウンド	／	混合ダブルス予選ラウンド

TOBDM04 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 10:00 15:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予選
ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子ダブ
ルス予選ラウンド	／	混合ダブルス予選ラウンド

TOBDM05 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 18:00 21:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予
選ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子ダ
ブルス予選ラウンド	／	混合ダブルス予選ラウンド

TOBDM06 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 10:00 15:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予
選ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子
ダブルス予選ラウンド

TOBDM07 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 18:00 21:30
男子シングルス予選ラウンド	／	女子シングルス予
選ラウンド	／	男子ダブルス予選ラウンド	／	女子
ダブルス予選ラウンド

TOBDM08 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-28 水 09:00 14:30 女子シングルス予選ラウンド	／	混合ダブルス準々
決勝 TOBDM09 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-28 水 18:00 21:30 男子シングルス予選ラウンド TOBDM10 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-29 木 09:00 15:30 混合ダブルス準決勝	／	男子ダブルス準々決勝	／	
女子シングルス1回戦 TOBDM11 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-29 木 17:00 22:00 男子シングルス1回戦	／	女子ダブルス準々決勝 TOBDM12 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-30 金 09:00 12:30 女子シングルス準々決勝	／	混合ダブルス3位決定戦 TOBDM13 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-30 金 15:30 21:30 混合ダブルス決勝戦	／	混合ダブルス表彰式	／	
女子シングルス準々決勝	／	男子ダブルス準決勝 TOBDM14 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-31 土 09:00 16:00 男子シングルス準々決勝	／	女子ダブルス準決勝 TOBDM15 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-31 土 18:00 23:00 女子シングルス準決勝	／	男子ダブルス3位決定戦	
／	男子ダブルス決勝戦	／	男子ダブルス表彰式 TOBDM16 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-01 日 13:00 16:00 男子シングルス準決勝 TOBDM17 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-01 日 20:30 23:00 女子シングルス3位決定戦	／	女子シングルス決勝
戦	／	女子シングルス表彰式 TOBDM18 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-02 月 13:00 15:30 女子ダブルス3位決定戦	／	女子ダブルス決勝戦	／	
女子ダブルス表彰式 TOBDM19 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-02 月 20:00 23:00 男子シングルス3位決定戦	／	男子シングルス決勝
戦	／	男子シングルス表彰式 TOBDM20 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

札幌大通公園
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　9名ずつの2チームが対戦し、3つのアウトを取ることによって攻撃側と守備側をチェンジし
ながら得点を重ねて勝敗を競う競技。攻守の交代を9回繰り返した時点（9イニング）で、よ
り多く得点しているチームが勝者となる。同点の場合は延長戦が行われ、北京2008大会では
延長11回からのタイブレーク（注1）が導入された。
　両チームはスターティングメンバーとして、9名の選手の攻撃時の打順と、守備時のポジショ
ン（守備位置）をあらかじめ決定しておく。守備時にグラウンドに立つのは、ピッチャー（投
手）・キャッチャー（捕手）のバッテリー、内野手のファースト（一塁手）・セカンド（二塁手）・
サード（三塁手）・ショート（遊撃手）、外野手のレフト（左翼手）・センター（中堅手）・ライ
ト（右翼手）である。
　オリンピックにおいては、ロサンゼルス1984大会とソウル1988大会で公開競技（注2）とし
て実施され、バルセロナ1992大会から正式競技に採用された。以降、北京2008大会まで5大
会連続で実施された。数々の熱戦が繰り広げられてきたが、ロンドン2012大会およびリオデ
ジャネイロ2016大会では、正式種目から除外された。東京2020大会においては、開催都市

提案による追加種目として実施されることが決定し、オリンピックへの復帰を果たすことと
なった。

（注1）タイブレーク
通常は無死、走者なしの状態から新しいイニングが開始されるが、タイブレークでは無死、走
者一・二塁からプレーを開始する。得点しやすくすることによって、延長が長引くことを防ぐ
狙いがある。

（注2）公開競技
オリンピックにおいて試験的に実施する
競技。金銀銅メダルは授与されるが、各
国・地域の公式な獲得メダル数には含ま
れない。メダルはサイズが異なるなど、
正式競技のものと区別される。

世界トップクラスの華麗なスーパープレー。
選ばれし6チームで金メダルを争う。

野球

【競技会場】
福島あづま球場
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-28 水 12:00 15:00 オープニングラウンド TOBSB01 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

【競技会場】
横浜スタジアム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 19:00 22:00 オープニングラウンド TOBSB02 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-30 金 12:00 15:00 オープニングラウンド TOBSB03 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-30 金 19:00 22:00 オープニングラウンド TOBSB04 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 12:00 15:00 オープニングラウンド TOBSB05 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 19:00 22:00 オープニングラウンド TOBSB06 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-01 日 12:00 15:00 ノックアウトステージ	(#1) TOBSB07 ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-01 日 19:00 22:00 ノックアウトステージ	(#2) TOBSB08 ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-02 月 12:00 15:00 ノックアウトステージ	(#3) TOBSB09 ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-02 月 19:00 22:00 ノックアウトステージ	(#4) TOBSB10 ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-03 火 19:00 22:00 ノックアウトステージ	(#5) TOBSB11 ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 12:00 15:00 ノックアウトステージ	(#6) TOBSB12 ¥23,000 ¥18,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 19:00 22:00 準決勝	(#7) TOBSB13 ¥31,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-05 木 19:00 22:00 準決勝	(#8) TOBSB14 ¥31,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-07 土 12:00 15:00 3位決定戦	(#9) TOBSB15 ¥45,000 ¥36,000 ¥20,000 ¥9,000 ¥9,000

2021-08-07 土 19:00 22:30 決勝戦	(#10)	／表彰式 TOBSB16 ¥67,500 ¥54,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

札幌大通公園

3x3 バスケットボール
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　野球から派生した球技であるソフトボールは、ゲームの進め方などの基本的なルールは野

球とほぼ同じだが、グラウンドのサイズや使用球などが大きく異なっている。円周12インチ

（30.16～30.80センチメートル）のボールを細くて短い3号バットで打つため、打球があまり

遠くまで飛ばないのも特徴だ。そのため野球に比べてコンパクトな競技場で行うことができ、

運動範囲も狭いので、世代や性別を問わずに楽しまれているスポーツだ。

　ソフトボールは野球と同様に、各9名（指名選手を活用する場合は10名）の2チームが攻撃

と守備を交互に行う。攻撃側がボールを打って進塁し、ホームベース（本塁）に帰るごとに1

点が入り、7回終了時点で得点の多いチームが勝利する。同点の場合は延長戦に突入するが、

勝敗を早く決するための得点促進ルールとして、8回以降はノーアウトで二塁にランナー（前

回の最後に打撃を完了した選手）を置くタイブレーカー（旧

称タイブレーク）が採用される。

　オリンピックでの歴史は新しく、女子のみがアトランタ

1996大会から正式種目として採用され、北京2008大会まで

実施された。

　アメリカや日本など一部の国では盛んだが、ロンドン

2012大会・リオデジャネイロ2016大会ではオリンピックの

正式種目から除外された。東京2020大会では女子のソフト

ボールが男子の野球と共に追加種目として実施される。

幅広い世代で楽しまれるスポーツ。
3大会ぶりにオリンピック競技に復活。

ソフトボール

【競技会場】
福島あづま球場
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

【競技会場】
横浜スタジアム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-21 水 09:00 17:00 オープニングラウンド	(3試合) TOSFB01 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-22 木 09:00 17:00 オープニングラウンド	(3試合) TOSFB02 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 10:00 16:30 オープニングラウンド	(2試合) TOSFB03 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 20:00 22:00 オープニングラウンド	(1試合) TOSFB04 ¥8,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-25 日 10:00 16:30 オープニングラウンド	(2試合) TOSFB05 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 20:00 22:00 オープニングラウンド	(1試合) TOSFB06 ¥8,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-26 月 10:00 16:30 オープニングラウンド	(2試合) TOSFB07 ¥12,500 ¥10,000 ¥7,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 20:00 22:00 オープニングラウンド	(1試合) TOSFB08 ¥8,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-27 火 13:00 15:00 3位決定戦 TOSFB09 ¥18,000 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-27 火 20:00 22:30 決勝戦	／	表彰式 TOSFB10 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

自由席（立見）



25

【競技会場】
青海アーバンスポーツパーク

バスケットボール	（3x3 バスケットボール）

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 自由席

　3x3 バスケットボールは主にストリートシーンで発

展してきたスポーツ。バスケットボールの歴史のなか

では新しい形式だが、全世界での競技人口はすでに40

万人を超え、世界大会には180以上の国と地域が参加

する人気スポーツだ。通常のバスケットボールコート

の約半分（縦11メートル×横15メートル）を使用し、

3人で試合に臨む。10分一本勝負で、通常のバスケッ

トボールの3ポイントラインが2ポイントラインとな

り、その外側からであれば2点、内側が1点（フリース

ローも1点）となる。どちらかのチームが21点先取し

た場合はその時点でゲームが終了。音楽とエンターテ

イメントが試合中や試合間にも行われ、5人制よりも

さらにスピーディーな攻防が繰り広げられるため、ス

リリングで目の離せない観戦体験になる。

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 10:15 12:25 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK301 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 14:00 15:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK302 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 17:30 19:30 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK303 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 21:00 22:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK304 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 10:15 12:25 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK305 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 14:00 15:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK306 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 17:30 19:30 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK307 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 21:00 22:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK308 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 10:15 12:25 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK309 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 14:00 15:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK310 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 17:30 19:30 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK311 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 21:00 22:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK312 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 13:30 15:30 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK313 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 17:00 18:50 女子予選ラウンド（2試合）	／	男子予選ラウンド（2試合） TOBK314 ¥11,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 20:30 22:50 女子準々決勝（2試合）	／	男子準々決勝（2試合） TOBK315 ¥15,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-28 水 17:00 19:10 女子準決勝（2試合）	／	男子準決勝（2試合） TOBK316 ¥16,000 ¥12,000 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-28 水 20:45 23:35 女子3位決定戦	／	男子3位決定戦	／	女子決勝戦	
／	男子決勝戦	／	女子表彰式	／	男子表彰式 TOBK317 ¥18,000 ¥15,000 ¥9,000 ¥9,000

©FIBA3x3

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

3x3 バスケットボール
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　1チーム5人ずつで、手を使ってパス、ドリブルなど
でボールをつなぎ、相手コートのリングに投げ入れる
競技。男子では平均身長が2メートルに迫る選手たち
が10人、屋内28メートル×15メートルのコートの中
で、まるで火花が散るようにスピーディーな接近戦を
繰り広げ、また不可能とも思える体勢からここしかな
いと思うポイントに打つ針の穴を通すようなショット。
相手を翻弄するようなトリックプレーがゴールに結び
つくシーンは痛快そのものだ。　
　競技人口は4億５千万人といわれ、国際競技連盟(FIBA)
加盟国はサッカー(FIFA)を上回る213ヵ国にのぼる。
　 アマチュア規定撤廃後のバルセロナ1992大会では、
NBAのスター選手たちが集結した「ドリームチーム」
と呼ばれるアメリカ代表が格の違いを見せつけて金メ

ダルを獲得し、大会に大きな華を添えた。以来、アメ
リカ代表チームは歴代NBAの花形選手を集め世界中の
スポーツファンの注目の的になっている。
なお、女子種目はモントリオール1976大会からオリ
ンピック正式種目となった。

【競技会場】
さいたまスーパーアリーナ

全員攻撃、全員守備。めまぐるしく攻守が入れ替わる、
スピーディーな試合展開。2mを超える超人達のバトル。

バスケットボール

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-25 日 10:00 12:00 男子予選ラウンド TOBKB01 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-25 日 13:40 15:40 男子予選ラウンド TOBKB02 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-25 日 17:20 19:20 男子予選ラウンド TOBKB03 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-25 日 21:00 23:00 男子予選ラウンド TOBKB04 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-26 月 10:00 12:00 女子予選ラウンド TOBKB05 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 13:40 15:40 男子予選ラウンド TOBKB06 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-26 月 17:20 19:20 女子予選ラウンド TOBKB07 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 21:00 23:00 男子予選ラウンド TOBKB08 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-27 火 10:00 12:00 女子予選ラウンド TOBKB09 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 13:40 15:40 女子予選ラウンド TOBKB10 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 17:20 19:20 女子予選ラウンド TOBKB11 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 21:00 23:00 女子予選ラウンド TOBKB12 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 10:00 12:00 男子予選ラウンド TOBKB13 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-28 水 13:40 15:40 男子予選ラウンド TOBKB14 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-28 水 17:20 19:20 男子予選ラウンド TOBKB15 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-28 水 21:00 23:00 男子予選ラウンド TOBKB16 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-29 木 10:00 12:00 女子予選ラウンド TOBKB17 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 13:40 15:40 男子予選ラウンド TOBKB18 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

3x3 バスケットボール
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 17:20 19:20 女子予選ラウンド TOBKB19 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 21:00 23:00 男子予選ラウンド TOBKB20 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-30 金 10:00 12:00 女子予選ラウンド TOBKB21 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 13:40 15:40 女子予選ラウンド TOBKB22 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 17:20 19:20 女子予選ラウンド TOBKB23 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 21:00 23:00 女子予選ラウンド TOBKB24 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 10:00 12:00 男子予選ラウンド TOBKB25 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-31 土 13:40 15:40 男子予選ラウンド TOBKB26 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-31 土 17:20 19:20 男子予選ラウンド TOBKB27 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-07-31 土 21:00 23:00 男子予選ラウンド TOBKB28 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-08-01 日 10:00 12:00 女子予選ラウンド TOBKB29 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-01 日 13:40 15:40 男子予選ラウンド TOBKB30 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-08-01 日 17:20 19:20 男子予選ラウンド TOBKB31 ¥24,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥5,800 ¥2,020 ¥5,800

2021-08-01 日 21:00 23:00 女子予選ラウンド TOBKB32 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 10:00 12:00 女子予選ラウンド TOBKB33 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 13:40 15:40 女子予選ラウンド TOBKB34 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 17:20 19:20 女子予選ラウンド TOBKB35 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 21:00 23:00 女子予選ラウンド TOBKB36 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-03 火 10:00 12:00 男子準々決勝 TOBKB37 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-03 火 13:40 15:40 男子準々決勝 TOBKB38 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-03 火 17:20 19:20 男子準々決勝 TOBKB39 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-03 火 21:00 23:00 男子準々決勝 TOBKB40 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-04 水 10:00 12:00 女子準々決勝 TOBKB41 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 13:40 15:40 女子準々決勝 TOBKB42 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 17:20 19:20 女子準々決勝 TOBKB43 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 21:00 23:00 女子準々決勝 TOBKB44 ¥18,000 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-05 木 13:15 15:15 男子準決勝 TOBKB45 ¥72,000 ¥57,500 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-05 木 20:00 22:00 男子準決勝 TOBKB46 ¥72,000 ¥57,500 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-06 金 13:40 15:40 女子準決勝 TOBKB47 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-06 金 20:00 22:00 女子準決勝 TOBKB48 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-07 土 11:30 13:30 男子決勝戦 TOBKB49 ¥108,000 ¥60,500 ¥41,500 ¥18,800 ¥18,800

2021-08-07 土 16:00 18:00 女子3位決定戦 TOBKB50 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-07 土 20:00 22:30 男子3位決定戦	／	男子表彰式 TOBKB51 ¥72,000 ¥57,500 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-08 日 11:30 14:00 女子決勝戦	／	女子表彰式 TOBKB52 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　四角いリング上で2人の選手が向かい合い、グロー

ブをはめた左右の拳で相手と打ち合って勝敗を決める。

攻撃手段は自分の拳だけで、攻撃対象は相手の上半身。

トランクス上部の「ベルトライン」よりも上だけだ。

格闘技の中でもかなり限定的なルールがこの競技の特

徴だ。それだけに、「いかに相手の隙をついて反則を伴

わないでナックルパートでパンチを打ち込むか」とい

うシンプルな目的のために鍛錬するストイックな精神

性が際立つ競技でもある。

　

　近代オリンピックではセントルイス1904大会以降、

ストックホルム1912大会を除きすべての大会で実施

されている。女子は、ロンドン2012大会から正式種

目として採用された。　

　ボクシングはプロ興業として世界で人気を博し、か

つてのモハメド・アリ（アメリカ）、最近では村田諒太

（日本）などのヒーローを輩出しているが、そのモハメ

ド・アリはプロに転向する以前、ローマ1960大会に

おいてカシアス・クレイの名でライトへビー級の金メ

ダリストとなっている。村田諒太もロンドン2012大

会の金メダリストだ。

　オリンピック競技として採用されて以来、長らくボ

クシングではアマチュアのみの参加とされてきたが、

リオデジャネイロ2016大会よりプロの参加が解禁と

なった。

【競技会場】
国技館

拳に込められた闘争心。
攻防一体のテクニックがリングで激突。

ボクシング

A 席 指定席 B 席 指定席
	（マス席）

C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 14:30

女子フェザー級（54-57kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
女子ウェルター級（64-69kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子フェザー級（52-57kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ウェルター級（63-69kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ヘビー級（81-91kg）	-	予選	-	ラウンド32

TOBOX01 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-24 土 17:00 20:30

女子フェザー級（54-57kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子フェザー級（52-57kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ウェルター級（63-69kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子スーパーヘビー級（91kg超）	-	予選	-		ラウンド32

TOBOX02 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-25 日 11:00 14:45

女子フライ級（48-51kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
女子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ライト級（57-63kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ライトヘビー級（75-81kg）	-	予選	-	ラウンド32

TOBOX03 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-25 日 17:00 20:45
女子フライ級（48-51kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ライト級（57-63kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ライトヘビー級（75-81kg）	-	予選	-	ラウンド32

TOBOX04 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-26 月 11:00 14:45
男子フライ級（48-52kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
女子フェザー級（54-57kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX05 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-26 月 17:00 20:45
男子フライ級（48-52kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
男子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
女子フェザー級（54-57kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX06 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-27 火 11:00 14:45

男子ウェルター級（63-69kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子ヘビー級（81-91kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子ライト級（57-60kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
女子ウェルター級（64-69kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX07 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-27 火 17:00 20:45

男子ウェルター級（63-69kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子ヘビー級（81-91kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子ライト級（57-60kg）	-	予選	-	ラウンド32	/	
女子ウェルター級（64-69kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX08 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-28 水 11:00 14:45

女子フェザー級（54-57kg）	準々決勝	/	
女子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子フェザー級（52-57kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子ライトヘビー級（75-81kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX09 ¥15,500 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-28 水 17:00 20:45

女子フェザー級（54-57kg）	準々決勝	/	
女子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子フェザー級（52-57kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子ライトヘビー級（75-81kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX10 ¥15,500 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※マス席とは囲いで仕切られたスペースです。	
※マス席は椅子がなく靴を脱ぎ座っての観戦となります。	
※同じマス席の中で、他の観客と相席になる場合があります。	
※ 2枚以上購入した場合、隣り合わせのマスになる可能性があります。

指定席

指定席（マス席）
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日付 日付
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 11:00 14:10
男子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子スーパーヘビー級（91kg超）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子フライ級（48-51kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX11 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-29 木 17:00 20:10
男子ミドル級（69-75kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子スーパーヘビー級（91kg超）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子フライ級（48-51kg）	-	予選	-	ラウンド16

TOBOX12 ¥12,500 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-30 金 11:00 14:10

女子ライト級（57-60kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子ウェルター級（64-69kg）準々決勝	/	
男子ウェルター級（63-69kg）	準々決勝	/	
男子ライトヘビー級（75-81kg）	準々決勝	/	
男子ヘビー級（81-91kg）	準々決勝

TOBOX13 ¥15,500 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-30 金 17:00 20:10

女子ライト級（57-60kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子ウェルター級（64-69kg）準々決勝	/	
男子ウェルター級（63-69kg）	準々決勝	/	
男子ライトヘビー級（75-81kg）	準々決勝	/	
男子ヘビー級（81-91kg）	準々決勝

TOBOX14 ¥15,500 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-31 土 11:00 13:55

男子フライ級（48-52kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子ライト級（57-63kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子ミドル級（69-75kg）	準々決勝	/	
女子フェザー級（54-57kg）準決勝

TOBOX15 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-31 土 17:00 19:55

男子フライ級（48-52kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
男子ライト級（57-63kg）	-	予選	-	ラウンド16	/	
女子ミドル級（69-75kg）	準々決勝	/	
女子フェザー級（54-57kg）準決勝

TOBOX16 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-01 日 11:00 13:40

女子フライ級（48-51kg）準々決勝	／		
男子フェザー級（52-57kg）準々決勝	／		
男子ウェルター級（63-69kg）準決勝	／		
男子ミドル級（69-75kg）準々決勝	／		
男子ライトヘビー級（75-81kg）準決勝	／		
男子スーパーヘビー級（91kg超）準々決勝

TOBOX17 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-01 日 17:00 19:40

女子フライ級（48-51kg）準々決勝	／		
男子フェザー級（52-57kg）準々決勝	／		
男子ウェルター級（63-69kg）準決勝	／		
男子ミドル級（69-75kg）準々決勝	／		
男子ライトヘビー級（75-81kg）準決勝	／		
男子スーパーヘビー級（91kg超）準々決勝

TOBOX18 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-03 火 11:00 13:40

男子フライ級（48-52kg）準々決勝	／		
男子フェザー級（52-57kg）準決勝	／		
男子ライト級（57-63kg）準々決勝	／		
男子ヘビー級（81-91kg）準決勝	／		
女子ライト級（57-60kg）準々決勝	／		
女子フェザー級（54-57kg）決勝	／		
女子フェザー級（54-57kg）表彰式

TOBOX19 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-03 火 17:00 19:40

女子ライト級（57-60kg）準々決勝	／		
男子フライ級（48-52kg）準々決勝	／		
男子フェザー級（52-57kg）準決勝	／		
男子ライト級（57-63kg）準々決勝	／		
男子ヘビー級（81-91kg）準決勝	／		
男子ウェルター級（63-69kg）決勝	／		
男子ウェルター級（63-69kg）表彰式

TOBOX20 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-04 水 14:00 16:10

女子フライ級（48-51kg）準決勝	／		
女子ウェルター級（64-69kg）準決勝	／		
男子スーパーヘビー級（91kg超）準決勝	／		
男子ライトヘビー級（75-81kg）決勝	／		
男子ライトヘビー級（75-81kg）表彰式

TOBOX21 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-05 木 14:00 16:10

女子ライト級（57-60kg）準決勝	／		
男子フライ級（48-52kg）準決勝	／		
男子ミドル級（69-75kg）準決勝	／		
男子フェザー級（52-57kg）決勝	／		
男子フェザー級（52-57kg）表彰式

TOBOX22 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-06 金 14:00 15:40

女子ミドル級（69-75kg）準決勝	／		
男子ライト級（57-63kg）準決勝	／		
男子ヘビー級（81-91kg）決勝	／		
男子ヘビー級（81-91kg）表彰式

TOBOX23 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-07 土 14:00 15:55

男子フライ級（48-52kg）	決勝	/	
女子フライ級（48-51kg）	決勝	/	
男子フライ級（48-52kg）	表彰式	/	
男子ミドル級（69-75kg）	決勝	/	
女子フライ級（48-51kg）	表彰式	/	
女子ウェルター級（64-69kg）決勝	/	
男子ミドル級（69-75kg）	表彰式	/	
女子ウェルター級（64-69kg）表彰式

TOBOX24 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-08 日 14:00 15:55

女子ライト級（57-60kg）	決勝	/	
男子ライト級（57-63kg）	決勝	/	
女子ライト級（57-60kg）	表彰式	/	
女子ミドル級（69-75kg）	決勝	/	
男子ライト級（57-63kg）	表彰式	/	
男子スーパーヘビー級（91kg超）	決勝	/	
女子ミドル級（69-75kg）	表彰式	/	
男子スーパーヘビー級（91kg超）	表彰式

TOBOX25 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※マス席とは囲いで仕切られたスペースです。	
※マス席は椅子がなく靴を脱ぎ座っての観戦となります。	
※同じマス席の中で、他の観客と相席になる場合があります。	
※ 2枚以上購入した場合、隣り合わせのマスになる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-25 日 13:00 16:45 男子カナディアン	(C-1)予選	／	
女子カヤック	(K-1)予選 TOCSL01 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 14:00 16:45
男子カナディアン	(C-1)準決勝	／	
男子カナディアン	(C-1)決勝	／	
男子カナディアン	(C-1)表彰式

TOCSL02 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-27 火 14:00 17:00
女子カヤック	(K-1)準決勝	／	
女子カヤック	(K-1)決勝	／
女子カヤック	(K-1)表彰式

TOCSL03 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-28 水 13:00 16:45 女子カナディアン	(C-1)予選	／	
男子カヤック	(K-1)予選 TOCSL04 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 14:00 16:45
女子カナディアン	(C-1)準決勝	／	
女子カナディアン	(C-1)決勝	／	
女子カナディアン	(C-1)表彰式

TOCSL05 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-30 金 14:00 17:00
男子カヤック	(K-1)準決勝	／	
男子カヤック	(K-1)決勝	／	
男子カヤック	(K-1)表彰式

TOCSL06 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥5,000

　数千年の昔から、水上の移動手段として世界各地で人々に親し

まれてきたカヌー。スポーツとしてのカヌーは19世紀にイギリス

で発祥した。カヌーには、流れのない直線コースで一斉にスター

トし、着順を競うスプリントと、激流を下りながら吊されたゲー

トを順に通過してタイムと技術を競うスラロームがある。

　川や湖、またそれに似た屋外の人工のコースで行われるので、

大自然と一体となる爽快感が最大の魅力だ。風を感じながら水上

を疾走する気持ち良さを、観戦者もともに味わうことができる。

　競技で使われるカヌーのタイプは2種類ある。ブレード（水か

き）が片端だけについているパドルで行うカナディアンと、両

端についているパドルで行うカヤック。さらにスプリントはシン

グル（1人乗り）、ペア（2人乗り）、フォア（4人乗り）の区別が

あり、距離も200m、500m、1,000mの3種類。

　これらを組み合わせて男女でスプリントが計12種目、スラロー

ムが4種目行われる。リオデジャネイロ2016大会までは、女子

はカヤックのみで、男子より種目数も少なかったが、東京2020

大会では女子にカナディアンが加わり、種目数も男女同数になる。

スピード勝負のスプリント。激流を制するスラローム。
２つの水上の熱いレース。

カヌー

【競技会場】
カヌー・スラロームセンター

A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 自由席

スラローム

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

指定席

指定席（マス席）
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【競技会場】
海の森水上競技場
A 席 自由席 B 席 自由席 C 席 自由席（立見）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-02 月 09:30 13:00

女子カヤックシングル	(K-1)	200m予選	／	
男子カナディアンペア	(C-2)	1000m予選	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	1000m予選	／	
女子カヤックペア	(K-2)	500m予選	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	200m準々決勝	／	
男子カナディアンペア	(C-2)	1000m準々決勝	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	1000m準々決勝	／	
女子カヤックペア	(K-2)	500m準々決勝

TOCSP01 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-03 火 09:30 13:15

女子カヤックシングル	(K-1)	200m準決勝	／	
男子カナディアンペア	(C-2)	1000m準決勝	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	1000m準決勝	／	
女子カヤックペア	(K-2)	500m準決勝	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	200mA決勝・B決勝	／	
男子カナディアンペア	(C-2)	1000mA決勝・B決勝	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	200m表彰式	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	1000mA決勝・B決勝	／	
男子カナディアンペア	(C-2)	1000m表彰式	／	
女子カヤックペア	(K-2)	500mA決勝・B決勝	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	1000m表彰式	／	
女子カヤックペア	(K-2)	500m表彰式

TOCSP02 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-04 水 09:30 12:40

男子カヤックシングル	(K-1)	200m予選	／	
女子カナディアンシングル	(C-1)	200m予選	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	500m予選	／	
男子カヤックペア	(K-2)	1000m予選	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	200m準々決勝	／	
女子カナディアンシングル	(C-1)	200m準々決勝	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	500m準々決勝	／	
男子カヤックペア	(K-2)	1000m準々決勝

TOCSP03 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-05 木 09:30 13:05

男子カヤックシングル	(K-1)	200m準決勝	／	
女子カナディアンシングル	(C-1)	200m準決勝	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	500m準決勝	／	
男子カヤックペア	(K-2)	1000m準決勝	／	
男子カヤックシングル	(K-1)	200mA決勝・B決勝	／	
女子カナディアンシングル	(C-1)	200mA決勝・B決勝	／
男子カヤックシングル	(K-1)	200m表彰式	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	500mA決勝・B決勝	／	
女子カナディアンシングル	(C-1)	200m表彰式	／	
男子カヤックペア	(K-2)	1000mA決勝・B決勝	／	
女子カヤックシングル	(K-1)	500m表彰式	／	
男子カヤックペア	(K-2)	1000m表彰式

TOCSP04 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-06 金 09:30 11:40

女子カナディアンペア	(C-2)	500m予選	／	
男子カナディアンシングル	(C-1)	1000m予選	／	
女子カヤックフォア	(K-4)	500m予選	／	
男子カヤックフォア	(K-4)	500m予選	／	
女子カナディアンペア	(C-2)	500m準々決勝
男子カナディアンシングル	(C-1)	1000m準々決勝

TOCSP05 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-07 土 09:30 12:50

女子カナディアンペア（C-2）500m準決勝	／	
男子カナディアンシングル（C-1）1000m準決勝	／	
女子カヤックフォア（K-4）500m準決勝	／	
男子カヤックフォア（K-4）500m準決勝	／	
女子カナディアンペア（C-2）500mA決勝・B決勝	／
男子カナディアンシングル（C-1）1000mA決勝・
B決勝	／	
女子カナディアンペア（C-2）500m表彰式	／	
女子カヤックフォア（K-4）500mA決勝	／	
男子カナディアンシングル（C-1）1000m表彰式	／	
男子カヤックフォア（K-4）500mA決勝	／	
女子カヤックフォア（K-4）500m表彰式	／	
男子カヤックフォア（K-4）500m表彰式

TOCSP06 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

スプリント

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

指定席

指定席（マス席）
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-31 土 10:10 12:20 女子パークシーディングラン	／	
男子パークシーディングラン TOCBF01 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-01 日 10:10 12:50

女子パーク決勝	／	
男子パーク決勝	／	
女子パーク表彰式	／	
男子パーク表彰式

TOCBF02 ¥10,000 ¥5,000 ¥5,000

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 10:00 12:00 男子準々決勝	／	
女子準々決勝 TOCBR01 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 10:00 12:20

男子準決勝	／	
女子準決勝	／	
男子決勝	／	
女子決勝	／	
男子表彰式	／	
女子表彰式

TOCBR02 ¥12,500 ¥7,000 ¥7,000

　18世紀末にヨーロッパで誕生し、ほどなく貴族階級の間でスポーツとして楽しまれるよう

になった。その後ヨーロッパからアメリカにわたり、アメリカでも普及。オリンピック第1回

大会のアテネ1896大会から正式競技として採用され、以来途切れることなく実施されている

数少ない競技の一つだ。

　自転車レースはプロの世界を中心として発展してきたため、オリンピックの舞台では比較的

地味な存在であったが、バルセロナ1992大会からプロ選手の参加が可能になり、オリンピッ

クでの注目度がアップした。アトランタ1996大会からはマウンテンバイクが、シドニー2000

大会からはトラック種目に日本で発祥したケイリンが、北京2008大会からはBMXレースがそ

れぞれ種目に加わり、東京2020大会ではトラック種別のマディソンとBMXフリースタイルの

追加が決定。このように、自転車レースのバリエーションは近年ますます広がりをみせている。

女子種目はロサンゼルス1984大会で初めて個人ロードレースが採用された後、種目を増やし、

ロンドン2012大会以降男女種目同数実施が実現している。

スピード、テクニック、チームワーク。
鍛え上げられた脚力が躍動する。

自転車競技

【競技会場】
有明アーバンスポーツパーク
A 席 自由席

B 席 自由席（立見）BMX
フリースタイル

【競技会場】
有明アーバンスポーツパーク
A 席 自由席

B 席 自由席BMX
レーシング

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
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A 席 自由席 B 席 自由席

【競技会場】
伊豆MTBコース
A 席 自由席（立見）マウンテン

バイク

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-26 月 15:00 17:00 男子クロスカントリー	／	
男子クロスカントリー表彰式 TOMTB01 ¥5,000 ¥2,020 ¥5,000

2021-07-27 火 15:00 17:00 女子クロスカントリー	／	
女子クロスカントリー表彰式 TOMTB02 ¥5,000 ¥2,020 ¥5,000

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 18:15
男子ロードレース	／	
男子ロードレース表彰式
※スタートは武蔵野の森公園です。

TOCRD02 ¥5,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 13:00 17:35
女子ロードレース	／	
女子ロードレース表彰式
※スタートは武蔵野の森公園です。

TOCRD04 ¥5,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 11:30 17:40

女子個人タイムトライアル	／
女子個人タイムトライアル表彰式	／
男子個人タイムトライアル	／		
男子個人タイムトライアル表彰式

TOCRD05 ¥5,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

【競技会場】
富士スピードウェイ

ロード

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。



34

【競技会場】
伊豆ベロドローム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席トラック

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-02 月 15:30 18:30

女子チームスプリント予選	／	
女子チームパーシュート予選	／	
女子チームスプリント第1ラウンド	／	
男子チームパーシュート予選	／	
女子チームスプリント決勝	／	
女子チームスプリント表彰式

TOCTR01 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-03 火 15:30 18:10

女子チームパーシュート第1ラウンド	／	
男子チームスプリント予選	／	
男子チームパーシュート第1ラウンド	／	
男子チームスプリント第1ラウンド	／	
女子チームパーシュート決勝	／	
男子チームスプリント決勝	／	
女子チームパーシュート表彰式	／	
男子チームスプリント表彰式

TOCTR02 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-04 水 15:30 19:00

男子スプリント予選	／	
女子ケイリン第1ラウンド	／	
男子スプリント1/32決勝	／	
女子ケイリン敗者復活戦	／	
男子スプリント1/32決勝敗者復活戦	／	
男子チームパーシュート決勝	／	
男子スプリント1/16決勝	／	
男子チームパーシュート表彰式	／	
男子スプリント	1/16決勝敗者復活戦

TOCTR03 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-05 木 15:30 18:50

男子オムニアムⅠスクラッチレース	／	
男子スプリント1/8決勝	／	
女子ケイリン準々決勝	／	
男子スプリント1/8決勝敗者復活戦	／	
男子オムニアムⅡテンポレース	／	
男子スプリント準々決勝	／	
女子ケイリン準決勝	／	
男子オムニアムⅢエリミネーションレース	／	
女子ケイリン決勝7-12位決定戦	／	
女子ケイリン決勝1-6位決定戦	／	
男子オムニアムⅣポイントレース	／	
男子スプリント決勝5-8位決定戦	／	
女子ケイリン表彰式	／	
男子オムニアム表彰式

TOCTR04 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-06 金 15:30 19:15

女子スプリント予選	／	
男子スプリント準決勝	／	
女子スプリント1/32決勝	／	
女子スプリント1/32決勝敗者復活戦	／	
女子マディソン決勝	／	
男子スプリント決勝	／	
女子スプリント1/16決勝	／	
女子マディソン表彰式	／	
女子スプリント1/16決勝敗者復活戦	／	
男子スプリント表彰式

TOCTR05 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-07 土 15:30 18:25

女子スプリント1/8決勝	／	
男子ケイリン第1ラウンド	／	
女子スプリント1/8決勝敗者復活戦	／	
男子ケイリン敗者復活戦	／	
女子スプリント準々決勝	／	
男子マディソン決勝	／	
男子マディソン表彰式

TOCTR06 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-08 日 10:00 13:15

女子オムニアムⅠスクラッチレース	／	
女子スプリント準決勝	／	
男子ケイリン準々決勝	／	
女子オムニアムⅡテンポレース	／	
女子スプリント決勝5-8位決定戦	／	
男子ケイリン準決勝	／	
女子スプリント決勝	／	
女子オムニアムⅢエリミネーションレース	／	
男子ケイリン決勝7-12位決定戦	／	
男子ケイリン決勝1-6位決定戦	／	
男子ケイリン表彰式	／	
女子オムニアムⅣポイントレース	／	
女子スプリント表彰式	／	
女子オムニアム表彰式

TOCTR07 ¥14,500 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　馬術は、動物を扱う唯一のオリンピック競技であり、男女の区別なく同じ条件で実施される

ことが特徴だ。人馬ペアで競技を行うため、選手と同様に騎乗馬の資質も問われる。

　オリンピックでは、コース上に設置された大きな障害物を飛び越える際のミスの少なさと走

行時間で競う「障害馬術」、ステップなどの演技の正確さと美しさを採点する「馬場馬術」、障

害と馬場の2つにダイナミックなクロスカントリー走行を加えた「総合馬術」の3種目が行わ

れる。各種目において個々の人馬のパフォーマンスが個人成績としてカウントされる個人競技

および各国チーム3人馬の成績を合計して団体成績とする団体競技が行われる。

　馬術競技はパリ1900大会で初めて実施され、ヘルシンキ1952大会で軍人以外の男子およ

び女子の参加が認められるまでは、男子の軍人のみが参加する競技だった。

　選手は規定によって燕尾服（えんびふく）や乗馬服、シルクハットなどの帽子を着用し、優

雅さが漂う独特の雰囲気のもとで競技が行われる。

愛馬とともに駆け、跳躍する。
人馬一体の華麗な演技に注目。

馬術

【競技会場】
海の森クロスカントリーコース

A 席 自由席（立見）

総合馬術
（クロスカントリー）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-01 日 07:45 11:10 総合馬術クロスカントリー団体兼個人 TOEQE04 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-30 金 08:30 11:00 総合馬術馬場団体兼個人	1日目	-	1組 TOEQE01 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 17:30 20:10 総合馬術馬場団体兼個人	1日目	-	2組 TOEQE02 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 08:30 11:00 総合馬術馬場団体兼個人	2日目	-	3組 TOEQE03 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-02 月 17:00 22:25
総合馬術障害団体決勝及び個人予選	／	
総合馬術障害個人決勝	／	総合馬術団体表彰式	／	
総合馬術個人表彰式

TOEQE05 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥5,500

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 17:00 22:15 馬場馬術団体兼個人グランプリ	1日目 TOEQD01 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 17:00 22:15 馬場馬術団体兼個人グランプリ	2日目 TOEQD02 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 17:00 22:40 馬場馬術団体グランプリスペシャル	／	
馬場馬術団体表彰式 TOEQD03 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-28 水 17:30 21:25 馬場馬術個人グランプリフリースタイル	／	
馬場馬術個人表彰式 TOEQD04 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥5,500

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-03 火 19:00 22:45 障害馬術個人予選 TOEQJ01 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-04 水 19:00 21:40 障害馬術個人決勝	／	障害馬術個人表彰式 TOEQJ02 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-06 金 19:00 22:05 障害馬術団体予選 TOEQJ03 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-07 土 19:00 21:30 障害馬術団体決勝	／	障害馬術団体表彰式 TOEQJ04 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,500 ¥5,500

【競技会場】
馬事公苑

馬場馬術、
総合馬術、障害馬術

A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。



36

　フェンシングは、2人の選手が向かい合い、片手に

持った剣で互いの有効面を攻防する競技。種目はフルー

レ、エペ、サーブルの3種目がある。使用する剣の形

状や、得点となる有効面、優先権の有無などが種目ご

とに異なっており、ピストと呼ばれる伝導性パネルの

上で行われる。

　試合は、男子・女子それぞれ個人戦と団体戦が実施

される。個人戦トーナメントでは、3分×3セットのう

ち、15点先取した選手か、または試合終了時により得

点を多く取った選手が勝利となる。団体戦は1チーム3

名（＋1名の交代選手）による総当たり戦で、3分×9セッ

トのうち、45点先取したチームか、または試合終了時

により得点を多く取ったチームが勝利となる。

　オリンピックでは、フェンシング競技は第1回アテ

ネ1896大会で男子フルーレ個人と男子サーブル個人

が採用されて以来、各大会において欠かすことなく実

施されている。女子種目としてはパリ1924大会から

女子フルーレ個人、アトランタ1996大会から女子エ

ペ個人、アテネ2004大会から女子サーブル個人が実

施されている。東京2020大会では、フルーレ、エペ、

サーブルの3種目において、男女とも個人・団体の全

12種目が実施される。

【競技会場】
幕張メッセ　Bホール

最速の剣士による刹那の勝負。
一瞬の隙を狙い撃て。

フェンシング

A 席 指定席 B 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:00 16:20

女子エペ個人T64	／	
男子サーブル個人T64	／	
女子エペ個人T32	／	
男子サーブル個人T32	／	
女子エペ個人T16	／	
男子サーブル個人T16	／	
女子エペ個人準々決勝	／	
男子サーブル個人準々決勝

TOFEN01 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 18:00 22:25

女子エペ個人準決勝	／	
男子サーブル個人準決勝	／	
女子エペ個人3位決定戦	／	
男子サーブル個人3位決定戦	／	
女子エペ個人決勝	／	
男子サーブル個人決勝	／	
女子エペ個人表彰式	／	
男子サーブル個人表彰式

TOFEN02 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-07-25 日 09:00 16:20

女子フルーレ個人T64	／	
男子エペ個人T64	／	
女子フルーレ個人T32	／	
男子エペ個人T32	／	
女子フルーレ個人T16	／	
男子エペ個人T16	／	
女子フルーレ個人準々決勝	／	
男子エペ個人準々決勝

TOFEN03 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 18:00 22:25

女子フルーレ個人準決勝	／	
男子エペ個人準決勝	／	
女子フルーレ個人3位決定戦	／	
男子エペ個人3位決定戦	／	
女子フルーレ個人決勝	／	
男子エペ個人決勝	／	
女子フルーレ個人表彰式	／	
男子エペ個人表彰式

TOFEN04 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-07-26 月 09:00 16:20

女子サーブル個人T64	／	
男子フルーレ個人T64	／	
女子サーブル個人T32	／	
男子フルーレ個人T32	／	
女子サーブル個人T16	／	
男子フルーレ個人T16	／	
女子サーブル個人準々決勝	／	
男子フルーレ個人準々決勝

TOFEN05 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 18:00 22:25

女子サーブル個人準決勝	／	
男子フルーレ個人準決勝	／	
女子サーブル個人3位決定戦	／	
男子フルーレ個人3位決定戦	／	
女子サーブル個人決勝	／	
男子フルーレ個人決勝	／	
女子サーブル個人表彰式	／	
男子フルーレ個人表彰式

TOFEN06 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

©公益社団法人 日本フェンシング協会
©Augusto Bizzi/FIE

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-27 火 10:00 15:20

女子エペ団体T16	／	
女子エペ団体準々決勝	／	
女子エペ団体5-8位決定戦	／	
女子エペ団体準決勝	／	
女子エペ団体5-6位決定戦	／	
女子エペ団体7-8位決定戦

TOFEN07 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 18:30 20:40
女子エペ団体3位決定戦	／	
女子エペ団体決勝	／	
女子エペ団体表彰式

TOFEN08 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-07-28 水 10:00 15:20

男子サーブル団体T16	／	
男子サーブル団体準々決勝	／	
男子サーブル団体5-8位決定戦	／	
男子サーブル団体準決勝	／	
男子サーブル団体5-6位決定戦	／	
男子サーブル団体7-8位決定戦

TOFEN09 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 18:30 20:40
男子サーブル団体3位決定戦	／	
男子サーブル団体決勝	／	
男子サーブル団体表彰式

TOFEN10 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-07-29 木 09:00 16:25

女子フルーレ団体T16	／	
女子フルーレ団体準々決勝	／	
女子フルーレ団体5-8位決定戦	／	
女子フルーレ団体準決勝	／	
女子フルーレ団体5-6位決定戦	／	
女子フルーレ団体7-8位決定戦

TOFEN11 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 18:30 21:30
女子フルーレ団体3位決定戦	／	
女子フルーレ団体決勝	／	
女子フルーレ団体表彰式

TOFEN12 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-07-30 金 10:00 15:20

男子エペ団体T16	／	
男子エペ団体準々決勝	／	
男子エペ団体5-8位決定戦	／	
男子エペ団体準決勝	／	
男子エペ団体5-6位決定戦	／	
男子エペ団体7-8位決定戦

TOFEN13 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 18:30 20:40
男子エペ団体3位決定戦	／	
男子エペ団体決勝	／	
男子エペ団体表彰式

TOFEN14 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-07-31 土 10:00 15:20

女子サーブル団体T16	／	
女子サーブル団体準々決勝	／	
女子サーブル団体5-8位決定戦	／	
女子サーブル団体準決勝	／	
女子サーブル団体5-6位決定戦	／	
女子サーブル団体7-8位決定戦

TOFEN15 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 18:30 20:40
女子サーブル団体3位決定戦	／	
女子サーブル団体決勝	／	
女子サーブル団体表彰式

TOFEN16 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

2021-08-01 日 09:00 16:00

男子フルーレ団体T16	／	
男子フルーレ団体準々決勝	／	
男子フルーレ団体5-8位決定戦	／	
男子フルーレ団体準決勝	／	
男子フルーレ団体5-6位決定戦	／	
男子フルーレ団体7-8位決定戦

TOFEN17 ¥7,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-01 日 18:30 21:20
男子フルーレ団体3位決定戦	／	
男子フルーレ団体決勝	／	
男子フルーレ団体表彰式

TOFEN18 ¥11,500 ¥6,500 ¥6,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　1チーム11人ずつで、ボールを相手ゴールに入れて点数を競うサッ

カー。ボール1つあればプレーできるため、ヨーロッパ、南米、アジア、

アフリカなど大陸を問わず、世界中で広く楽しまれている。1863年に設

立されたフットボール・アソシエーション（イングランドサッカー協会）

によってルールが整備され、1930年から4年ごとに開催されるFIFAワー

ルドカップは世界中で高いテレビ視聴率を誇る大イベントとなっている。

　オリンピックの男子サッカーは、FIFAワールドカップよりも歴史が長

く、ロサンゼルス1932大会を除いてパリ1900大会から毎大会で実施さ

れている。モスクワ1980大会まではオリンピック憲章のアマチュア規定

のためプロ選手が出場できず、注目度は低かったが、現在は世界の若手

スター選手のお披露目・活躍の場となっており、毎回大きな盛り上がり

を見せている。バルセロナ1992大会からは出場資格が23歳以下となり、

アトランタ1996大会からは出場枠が23歳以下のチームに3名のオーバー

エイジ選手を加えることができるようになり、FIFAワールドカップでは実

現しない若い顔ぶれの活躍が見られる。

　女子はアトランタ1996大会から加わった。こちらは年齢制限がなく、

金メダルはワールドカップと同等のステータスを持つ。オリンピックの

女子サッカーは男子と比べて歴史は浅いが、世界における女子サッカー

の普及・発展に大きく寄与している。

世界のスーパープレーヤーが集う予測不能の優勝争い。
頂点に立つ国はどこだ。

サッカー

【競技会場】
札幌ドーム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

【競技会場】
東京スタジアム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-21 水 17:30 22:30 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL01 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-22 木 17:00 22:00 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL04 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-21 水 16:30 21:30 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL02 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-22 木 16:30 21:30 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL05 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 16:30 21:30 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL08 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 16:30 21:30 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL11 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 17:30 22:30 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL19 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。
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【競技会場】
宮城スタジアム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-21 水 17:00 22:00 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL03 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 17:00 22:00 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL09 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 17:00 22:00 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL15 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 17:00 22:00 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL20 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 17:00 20:00 女子準々決勝 TOFBL23 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-31 土 17:00 20:00 男子準々決勝 TOFBL27 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

【競技会場】
埼玉スタジアム2002
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 17:30 22:30 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL10 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 17:00 22:00 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL13 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 20:30 22:30 女子一次ラウンド	（1試合） TOFBL17 ¥6,500 ¥4,500 ¥3,500 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 17:00 22:00 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL21 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 19:00 22:00 女子準々決勝 TOFBL25 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-31 土 19:00 22:00 男子準々決勝 TOFBL29 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-03 火 20:00 23:00 男子準決勝 TOFBL34 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-06 金 20:00 23:00 男子3位決定戦 TOFBL37 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500 ¥7,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。
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【競技会場】
茨城カシマスタジアム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-22 木 17:00 22:00 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL06 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 17:00 22:00 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL12 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 17:00 22:00 女子一次ラウンド	（2試合） TOFBL16 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 18:00 21:00 女子準々決勝 TOFBL24 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-31 土 18:00 21:00 男子準々決勝 TOFBL28 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-02 月 17:00 20:00 女子準決勝 TOFBL31 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-03 火 17:00 20:00 男子準決勝 TOFBL33 ¥30,500 ¥17,500 ¥12,500 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-05 木 17:00 20:00 女子3位決定戦 TOFBL35 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

【競技会場】
横浜国際総合競技場
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-22 木 17:30 22:30 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL07 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 17:30 22:30 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL14 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 20:30 22:30 女子一次ラウンド	（1試合） TOFBL18 ¥6,500 ¥4,500 ¥3,500 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 17:30 22:30 男子一次ラウンド	（2試合） TOFBL22 ¥9,800 ¥6,500 ¥5,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 20:00 23:00 女子準々決勝 TOFBL26 ¥15,500 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-31 土 20:00 23:00 男子準々決勝 TOFBL30 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-02 月 20:00 23:00 女子準決勝 TOFBL32 ¥21,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-07 土 20:30 23:30 男子決勝戦	／	男子表彰式 TOFBL38 ¥67,500 ¥30,000 ¥15,000 ¥9,800 ¥9,800

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

【競技会場】
オリンピックスタジアム
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-06 金 11:00 14:00 女子決勝戦	／	女子表彰式 TOFBL36 ¥45,000 ¥24,500 ¥12,500 ¥7,500 ¥12,500 ¥7,500

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。
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　ゴルフは、クラブといわれる道具で静止したボール

を打ち、直径108ミリメートルの小さな穴（カップ）

まで、いかに少ない打数で入れられるかを競う競技。

オリンピックではパリ1900大会とセントルイス1904

大会の2回開催されたあと競技から外れていたが、リ

オデジャネイロ2016大会で112年ぶりに復活した。

　競技は１ラウンド18ホールで構成され、選手は4日

間で4ラウンド72ホールをプレーし、合計の打数が少

ない順に上位となる。各ホールには「3打」、「4打」、「5

打」など規定の打数が設定されていて、この打数と等

しい打数でカップに入れることを「パー」という。ま

た1打少ないことを「バーディー」、2打少ないことを

「イーグル」、逆に１打多いことを「ボギー」、2打多い

ことを「ダブルボギー」などという。18ホールのゴル

フコースのパーは72が一般的。72より1打少ない71

で終わると「1アンダー」、2打多い74で終わると「2オー

バー」という。

　オリンピックには、国際ゴルフ連盟（IGF）が発表

した世界ランキングをベースに、男女それぞれ60名が

出場する。

【競技会場】
霞ヶ関カンツリー倶楽部

豪快なドライバー。繊細なパッティング。
メンタルの強さが勝敗を決する一打を生む。

ゴルフ

A 席 自由席（立見）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 07:30 16:00 男子第1ラウンド TOGLF01 ¥7,000 ¥2,020 ¥7,000

2021-07-30 金 07:30 16:00 男子第2ラウンド TOGLF02 ¥7,000 ¥2,020 ¥7,000

2021-07-31 土 07:30 16:00 男子第3ラウンド TOGLF03 ¥7,000 ¥2,020 ¥7,000

2021-08-01 日 07:30 16:30 男子第4ラウンド	／	男子表彰式 TOGLF04 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-04 水 07:30 16:00 女子第1ラウンド TOGLF05 ¥7,000 ¥2,020 ¥7,000

2021-08-05 木 07:30 16:00 女子第2ラウンド TOGLF06 ¥7,000 ¥2,020 ¥7,000

2021-08-06 金 07:30 16:00 女子第3ラウンド TOGLF07 ¥7,000 ¥2,020 ¥7,000

2021-08-07 土 07:30 16:30 女子第4ラウンド	／	女子表彰式 TOGLF08 ¥10,000 ¥10,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 10:00 12:30 男子予選 TOGAR01 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-24 土 14:30 17:00 男子予選 TOGAR02 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-24 土 19:30 22:00 男子予選 TOGAR03 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 10:00 13:35 女子予選 TOGAR04 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 15:10 18:45 女子予選 TOGAR05 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 20:20 22:00 女子予選 TOGAR06 ¥25,500 ¥10,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 19:00 22:00 男子団体決勝	／	男子団体表彰式 TOGAR07 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-27 火 19:45 22:00 女子団体決勝	／	女子団体表彰式 TOGAR08 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-28 水 19:15 22:00 男子個人総合決勝	／	男子個人総合表彰式 TOGAR09 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-07-29 木 19:50 22:00 女子個人総合決勝	／	女子個人総合表彰式 TOGAR10 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-01 日 17:00 20:00

男子種目別ゆか決勝	／	男子種目別ゆか表彰式	／	
女子種目別跳馬決勝	／女子種目別跳馬表彰式	／	
男子種目別あん馬決勝	／	男子種目別あん馬表彰式	
／	女子種目別段違い平行棒決勝	／	女子種目別段
違い平行棒表彰式

TOGAR11 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-02 月 17:00 19:15
男子種目別つり輪決勝	／	男子種目別つり輪表彰式	
／	女子種目別ゆか決勝	／	女子種目別ゆか表彰式	
／	男子種目別跳馬決勝	／	男子種目別跳馬表彰式

TOGAR12 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

2021-08-03 火 17:00 19:15
男子種目別平行棒決勝	／	男子種目別平行棒表彰式	
／	女子種目別平均台決勝	／	女子種目別平均台表彰
式	／	男子種目別鉄棒決勝	／	男子種目別鉄棒表彰式

TOGAR13 ¥72,000 ¥36,500 ¥11,800 ¥11,800

　器械を用いて身体で演技を行い、技の難度や美しさ、

正確性などを基準に審判員が判定を行い、得点を競う

採点競技。男女ともに団体総合・個人総合・種目別の

３つの方法でメダルを競う。種目は、男子「ゆか・あん馬・

つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒」の6種目、女子「跳馬・

段違い平行棒・平均台・ゆか」の4種目。演技はそれぞ

れの器具の特性を活かした技で構成される。なお、女

子のゆかは音楽に合わせて演技が行われるのが特徴だ。

　体操競技の歴史は古く、オリンピックでは第１回の

アテネ1896大会から実施されている。当初は男子の

みだったが、アムステルダム1928大会からは女子体

操競技も行われている。かつては規定演技と自由演技

の総合得点で競われていたが、アトランタ1996大会

を最後に規定演技は廃止され、現在は自由演技のみで

競技されている。

　採点方法は長年にわたって10点満点制が採用され、

モントリオール1976大会で「白い妖精」と呼ばれた

ナディア・コマネチ（ルーマニア）が、史上初めて10

点満点を出した選手として有名だ。しかし、技の発展、

高難度化とともに10点満点廃止が議論されるようにな

り、2006年からは、演技の難しさを得点化したDスコ

ア（技の難度や要素を加算した演技価値点）と、演技

の美しさや出来栄えを得点化したEスコア（10点から

減点した演技実施点）の合計得点を競う採点方式となっ

て、現在に至っている。

【競技会場】
有明体操競技場

回転、跳躍、着地。
難易度も完成度も求められるシビアな闘い。

体操 （体操競技）

A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-06 金 10:20 13:15 個人総合予選 TOGRY01 ¥12,000 ¥9,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-06 金 14:50 17:45 個人総合予選 TOGRY02 ¥12,000 ¥9,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-07 土 10:00 12:40 団体総合予選 TOGRY03 ¥12,000 ¥9,500 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-07 土 15:20 18:00 個人総合決勝	／	個人総合表彰式 TOGRY04 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800 ¥5,800

2021-08-08 日 11:00 12:55 団体総合決勝	／	団体総合表彰式 TOGRY05 ¥36,000 ¥17,500 ¥5,800 ¥5,800

　手具を使いながら音楽に合わせてリズミカルな演技
を行い、芸術性を競う採点競技。身体と手具が一体化
するような、しなやかで洗練された美しい動きと、曲の
雰囲気に溶け込むような演技が魅力だ。躍動感あふれ
るダイナミックな動きの中に、頭からつま先まで全神経
を集中させてバランスを保つ繊細さを兼ね備えている。
　演技は13メートル四方のフロアマットで行われ、個
人競技と団体競技の2つに大きく分けられる。個人は

「ロープ・フープ・ボール・クラブ・リボン」の5つの
うち、オリンピックではロープ以外の4種目を1人の選
手が行う。団体は、1チーム5人の選手によって2種目

（「ボール」「フープ＆クラブ」）が行われる。なお演技
時間は、個人競技は1種目につき1分15秒～1分30秒、

団体競技は各種目2分15秒～2分30秒と決められてお
り、長すぎても短すぎても1秒につき0.05点の減点と
なる。
　1963年に第1回世界新体操選手権大会がハンガリー
で開催された後、女子のみのオリンピック正式種目に
なったことで、多くの国々に新体操が広まった。個人
競技はロサンゼルス1984大会から、団体競技はアト
ランタ1996大会から実施されている。

【競技会場】
有明体操競技場

アスリートでありアーティスト。
息のあった華麗な舞で美を競う。

体操 （新体操）

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

　空中でのアクロバティックな演技で、選手は多様な

ひねりや回転を伴う宙返りを10本連続して行い、美し

さ・難しさ・高さを競う採点競技。技の出来栄えを見

る演技点と、回転とひねりの数と姿勢（かかえ込み・

屈身・伸身）で算出する難度点、滞空時間を計測する

跳躍時間点、さらにどれだけトランポリンの中心で演

技を行うかを評価する移動点を加算し、それらの合計

得点で順位を競う。

　縦4.28メートル、横2.14メートルの、テープ状の

ナイロンなどを編んだベッドと呼ばれる弾力性の強い

シートを、スプリングでフレームに固定し、反動によっ

て高く跳躍する。男子選手のジャンプの高さは地上8

メートルにも達するほどダイナミックだが、空中でわ

ずかでも傾いたり姿勢を崩すと中央のゾーンに着床で

きないという繊細な一面も持っている。1964年に世

界選手権がロンドンで始まり、シドニー2000大会か

ら男女個人競技が正式種目として実施されている。選

手には卓抜したバラン

ス感覚と運動能力が求

められ、観客はその迫

力に息を呑む。

【競技会場】
有明体操競技場

地上8メートルの跳躍でみせるアクロバティックな演技。
卓越したバランス感覚で宙を舞う。

体操 （トランポリン）

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席A 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-30 金 13:00 15:25 女子予選	／	女子決勝	／	女子表彰式 TOGTR01 ¥16000 ¥11,000 ¥5,500 ¥2,020 ¥5,500

2021-07-31 土 13:00 15:25 男子予選	／	男子決勝	／	男子表彰式 TOGTR02 ¥16000 ¥11,000 ¥5,500 ¥2,020 ¥5,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

（ノースピッチ）
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　1チーム7人ずつで、ボールを手で扱ってコートの相
手ゴールへと投げ入れ、得点を競うハンドボール。19
～20世紀初頭のヨーロッパに起源をもち、世界へと広
がったスポーツである。1946年創設の国際ハンドボー
ル連盟には2017年時点で200を超える国と地域が加
盟しており、アジア、アフリカ、南米などでも普及が
進んでいる。古くはドイツ発祥の11人制が主流であっ
たが、スカンジナビアを中心に拡がった7人制が次第
に支持を得て現在に至っている。オリンピックではベ
ルリン1936大会で初めて実施された後は正式競技か
ら外れていたが、ミュンヘン1972大会から再び採用
された。競技はベルリン1936大会のみ屋外で、ミュ
ンヘン1972大会以降は屋内で行われている。女子は
モントリオール1976大会で初めて採用され、東京
2020大会では男女各12チームがメダルを争う。

【競技会場】
国立代々木競技場

全身のバネを使って放たれる大迫力のシュート。走る、飛ぶ、投げる
というスポーツの3大要素をすべて必要とするフィールドの格闘。

ハンドボール

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:00 12:30 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL01 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 14:15 17:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL02 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 19:30 23:00 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL03 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 09:00 12:30 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL04 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 14:15 17:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL05 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 19:30 23:00 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL06 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 09:00 12:30 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL07 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 14:15 17:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL08 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 19:30 23:00 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL09 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 09:00 12:30 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL10 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 14:15 17:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL11 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 19:30 23:00 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL12 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 09:00 12:30 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL13 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 14:15 17:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL14 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 19:30 23:00 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL15 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-29 木 09:00 12:30 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL16 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-29 木 14:15 17:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL17 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-29 木 19:30 23:00 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL18 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

（ノースピッチ）
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-30 金 09:00 12:30 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL19 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-30 金 14:15 17:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL20 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-30 金 19:30 23:00 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL21 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 09:00 12:30 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL22 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 14:15 17:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL23 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 19:30 23:00 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL24 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-01 日 09:00 12:30 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL25 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-01 日 14:15 17:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL26 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-01 日 19:30 23:00 男子予選ラウンド（2試合） TOHBL27 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-02 月 09:00 12:30 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL28 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-02 月 14:15 17:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL29 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-02 月 19:30 23:00 女子予選ラウンド（2試合） TOHBL30 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-03 火 09:30 11:30 男子準々決勝 TOHBL31 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-03 火 13:15 15:15 男子準々決勝 TOHBL32 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-03 火 17:00 19:00 男子準々決勝 TOHBL33 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-03 火 20:45 22:45 男子準々決勝 TOHBL34 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-04 水 09:30 11:30 女子準々決勝 TOHBL35 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-04 水 13:15 15:15 女子準々決勝 TOHBL36 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-04 水 17:00 19:00 女子準々決勝 TOHBL37 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-04 水 20:45 22:45 女子準々決勝 TOHBL38 ¥10,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-05 木 17:00 19:00 男子準決勝 TOHBL39 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-05 木 21:00 23:00 男子準決勝 TOHBL40 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-06 金 17:00 19:00 女子準決勝 TOHBL41 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-06 金 21:00 23:00 女子準決勝 TOHBL42 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-07 土 17:00 19:00 男子3位決定戦 TOHBL43 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-07 土 21:00 23:30 男子決勝戦	／	
男子表彰式 TOHBL44 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-08 日 11:00 13:00 女子3位決定戦 TOHBL45 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-08 日 15:00 17:30 女子決勝戦	／	
女子表彰式 TOHBL46 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　縦91.4メートル、横55メートルのフィールド上で、ゴール

キーパー1名を含む1チーム11名の選手からなる2チームが対戦

し直径7.5cmのボールを相手チームが守るゴールへスティック

を使って入れて得点を競う球技。各15分の4クオーター制 （計

60分）で実施され、より多く得点したチームが勝者となる。同

点の場合は相手ゴールキーパーと攻撃選手の1対1の8秒間の攻

防を行うシュートアウト戦により勝者を決定する場合がある。

　ゴールキーパー以外は、手足でボールに触ることができず、

スティックの片面のみでボールをコントロールする。スティッ

クはカーボン製で長さは約90センチメートル。ボールは野球の

硬球とほぼ同じ大きさ・重さ。

　オリンピックではロンドン1908大会から正式種目となり、モ

スクワ1980大会より女子ホッケーも採用されている。

　シュート時には最大時速200キロ近くにもなるボールの球速。

スピード感溢れる試合展開と、スティックでボールを操る選手

達の洗練された「技」から目が離せない。選手のけが防止のた

め試合間にはフィールド上に散水を行う。運が良ければ散水時

に「虹」が見られるかも。

冴えわたるスティックワークとパスワーク。
高速のシュートがゴールをつらぬく。

ホッケー

【競技会場】
大井ホッケー競技場（ノースピッチ）
A 席 自由席

B 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:30 13:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC01 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-24 土 18:30 22:15 男女予選ラウンド（2試合） TOHOC03 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-25 日 09:30 13:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC05 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-25 日 18:30 22:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC07 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-26 月 09:30 13:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC09 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-26 月 18:30 22:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC11 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-27 火 09:30 13:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC13 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-27 火 18:30 22:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC15 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 09:30 13:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC16 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 18:30 22:15 男女予選ラウンド（2試合） TOHOC18 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-29 木 09:30 13:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC20 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-29 木 18:30 22:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC22 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-30 金 09:30 13:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC24 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-30 金 18:30 22:15 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC26 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-31 土 09:30 13:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC28 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-31 土 18:30 22:15 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC30 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-01 日 09:30 13:45 男子準々決勝（2試合） TOHOC31 ¥7,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-01 日 18:30 22:45 男子準々決勝（2試合） TOHOC32 ¥7,500 ¥4,500 ¥4,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

（ノースピッチ）
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【競技会場】
大井ホッケー競技場（サウスピッチ）
A 席 自由席

B 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 10:00 13:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC02 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-24 土 19:00 22:45 男女予選ラウンド（2試合） TOHOC04 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-25 日 10:00 13:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC06 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-25 日 19:00 22:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC08 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-26 月 10:00 13:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC10 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-26 月 19:00 22:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC12 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-27 火 10:00 13:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC14 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 10:00 13:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC17 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 19:00 22:45 男女予選ラウンド（2試合） TOHOC19 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-29 木 10:00 13:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC21 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-29 木 19:00 22:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC23 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-30 金 10:00 13:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC25 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-30 金 19:00 22:45 男子予選ラウンド（2試合） TOHOC27 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-31 土 10:00 13:45 女子予選ラウンド（2試合） TOHOC29 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-02 月 09:30 13:45 女子準々決勝（2試合） TOHOC33 ¥7,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-02 月 18:30 22:45 女子準々決勝（2試合） TOHOC34 ¥7,500 ¥4,500 ¥4,500

2021-08-03 火 10:30 12:15 男子準決勝 TOHOC35 ¥9,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-03 火 19:00 20:45 男子準決勝 TOHOC36 ¥9,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-04 水 10:30 12:15 女子準決勝 TOHOC37 ¥9,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-04 水 19:00 20:45 女子準決勝 TOHOC38 ¥9,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-05 木 10:30 12:15 男子3位決定戦 TOHOC39 ¥9,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-05 木 19:00 21:10 男子決勝戦	／	男子表彰式 TOHOC40 ¥10,000 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-06 金 10:30 12:15 女子3位決定戦 TOHOC41 ¥9,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-08-06 金 19:00 21:10 女子決勝戦	／	女子表彰式 TOHOC42 ¥10,000 ¥6,000 ¥6,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

（サウスピッチ）
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　日本発祥のスポーツ、柔道。オリンピックでは東京

1964大会で初めて正式競技に採用された。試合では、

白か青の柔道衣を着用した選手が、10メートル四方の

畳の上で戦う。どちらかの選手が「一本」をとれば、

その時点で試合は終了し勝敗が決する。技がきまり相

手を制することができても、「一本」となるすべての要

件を満たさないときは「技あり」となる。

　技は100本。68本の「投技（なげわざ）」と32本の「固

技（かためわざ）」に分けられる。「投技」には背負投（せ

おいなげ）や体落（たいおとし）などの手技（てわざ）、

袖釣込腰（そでつりこみごし）や払腰（はらいごし）な

どの腰技（こしわざ）、大外刈（おおそとがり）や内股（う

ちまた）などの足技（あしわざ）、そして巴投（ともえ

なげ）に代表される捨身技（すてみわざ）がある。また、

「固技」は一般に寝技（ねわざ）ともよばれる抑込技（お

さえこみわざ）、送襟絞（おくりえりじめ）のような絞

技（しめわざ）、腕挫十字固（うでひしぎじゅうじがため）

などの関節技（かんせつわざ）に分けられる。

　一瞬のうちに技が繰り出され、勝負が決する柔道。

ポイントで負けていても、終了数秒前の大逆転があり

得る。目が離せない競技である。

【競技会場】
日本武道館

熱い技の応酬と、相手の隙をつく冷静な駆け引き。
一瞬たりとも気が抜けない４分間。

柔道

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 14:30

女子48kg級予選	／	
女子48kg級準々決勝	／	
男子60kg級予選	／	
男子60kg級準々決勝

TOJUD01 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-24 土 17:00 19:50

女子48kg級敗者復活戦	／	
女子48kg級準決勝	／	
男子60kg級敗者復活戦	／	
男子60kg級準決勝	／	
女子48kg級3位決定戦	／	
女子48kg級決勝	／	
男子60kg級3位決定戦	／	
男子60kg級決勝	／	
女子48kg級表彰式	／	
男子60kg級表彰式

TOJUD02 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-25 日 11:00 14:30

女子52kg級予選	／	
女子52kg級準々決勝	／	
男子66kg級予選	／	
男子66kg級準々決勝

TOJUD03 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 17:00 19:50

女子52kg級敗者復活戦	／	
女子52kg級準決勝	／	
男子66kg級敗者復活戦	／	
男子66kg級準決勝	／	
女子52kg級3位決定戦	／	
女子52kg級決勝	／	
男子66kg級3位決定戦	／	
男子66kg級決勝	／	
女子52kg級表彰式	／	
男子66kg級表彰式

TOJUD04 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-26 月 11:00 14:30

女子57kg級予選	／	
女子57kg級準々決勝	／	
男子73kg級予選	／	
男子73kg級準々決勝

TOJUD05 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 17:00 19:50

女子57kg級敗者復活戦	／	
女子57kg級準決勝	／	
男子73kg級敗者復活戦	／	
男子73kg級準決勝	／	
女子57kg級3位決定戦	／	
女子57kg級決勝	／	
男子73kg級3位決定戦	／	
男子73kg級決勝	／	
女子57kg級表彰式	／	
男子73kg級表彰式

TOJUD06 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

（サウスピッチ）
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-27 火 11:00 14:30

女子63kg級予選	／	
女子63kg級準々決勝	／	
男子81kg級予選	／	
男子81kg級準々決勝

TOJUD07 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 17:00 19:50

女子63kg級敗者復活戦	／	
女子63kg級準決勝	／	
男子81kg級敗者復活戦	／	
男子81kg級準決勝	／	
女子63kg級3位決定戦	／	
女子63kg級決勝	／	
男子81kg級3位決定戦	／	
男子81kg級決勝	／	
女子63kg級表彰式	／	
男子81kg級表彰式

TOJUD08 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-28 水 11:00 14:30

女子70kg級予選	／	
女子70kg級準々決勝	／	
男子90kg級予選	／	
男子90kg級準々決勝

TOJUD09 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-28 水 17:00 19:50

女子70kg級敗者復活戦	／	
女子70kg級準決勝	／	
男子90kg級敗者復活戦	／	
男子90kg級準決勝	／	
女子70kg級3位決定戦	／	
女子70kg級決勝	／	
男子90kg級3位決定戦	／	
男子90kg級決勝	／	
女子70kg級表彰式	／	
男子90kg級表彰式

TOJUD10 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-29 木 11:00 14:30

女子78kg級予選	／	
女子78kg級準々決勝	／	
男子100kg級予選	／	
男子100kg級準々決勝

TOJUD11 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-29 木 17:00 19:50

女子78kg級敗者復活戦	／	
女子78kg級準決勝	／	
男子100kg級敗者復活戦	／	
男子100kg級準決勝	／	
女子78kg級3位決定戦	／	
女子78kg級決勝	／	
男子100kg級3位決定戦	／	
男子100kg級決勝	／	
女子78kg級表彰式	／	
男子100kg級表彰式

TOJUD12 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-30 金 11:00 14:30

女子78kg超級予選	／	
女子78kg超級準々決勝	／	
男子100kg超級予選	／	
男子100kg超級準々決勝

TOJUD13 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-30 金 17:00 19:50

女子78kg超級敗者復活戦	／	
女子78kg超級準決勝	／	
男子100kg超級敗者復活戦	／	
男子100kg超級準決勝	／	
女子78kg超級3位決定戦	／	
女子78kg超級決勝	／	
男子100kg超級3位決定戦	／	
男子100kg超級決勝	／	
女子78kg超級表彰式	／	
男子100kg超級表彰式

TOJUD14 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-31 土 11:00 14:30

混合団体予選	／	
混合団体準々決勝	／	
混合団体敗者復活戦	／	
混合団体準決勝

TOJUD15 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 17:00 19:50
混合団体3位決定戦	／	
混合団体決勝	／	
混合団体表彰式

TOJUD16 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　空手は琉球王朝時代の沖縄を発祥とする武術・格闘技。1920

年代に沖縄から日本全国に伝えられ、第二次世界大戦後に世界に

広まっていった。

　空手の競技には大きく分けて「形」と「組手」がある。　

　形は、仮想の敵に対する攻撃技と防御技を一連の流れとして組

み合わせた演武。2019年1月からルールが改定され、審判による

採点で勝敗が決まる。予選は演武を1人ずつ行ない、上位が決勝

に進む。決勝は同じく採点方式だが1対1の対戦形式で行われる。

また演武する形は世界空手連盟（WKF）が認定している102種類

から選択して行う。

　組手は、8メートル四方の競技場で2人の選手が1対1で戦う。

白い無地の空手着を着用し、一方の選手は赤帯、もう一方は青帯

を締める。攻撃の際に使える技は「突き」「蹴り」「打ち」の3種類。

攻撃は相手の決められた部位に対して、良い姿勢で威力のある攻

撃を行い、適切にコントロールされた技がポイントとなる。ポイ

ントは、「有効」が中段への突き、上段への突きなどによるもの

で1ポイント、「技あり」は中段への蹴り、「1本」は上段への蹴り、

倒した相手への突きなどが決まったときで3ポイントとなってい

る。攻撃部位の「上段」は頭部、顔面、頸部を指し、「中段」は腹部、

胸部、脇腹などを示している。

　空手・組手の「1本」は柔道とは異なり、その場で試合が終了

するわけではない。競技時間内に8ポイント差がついたとき、ま

たは男子、女子ともに３分の競技時間が終了した際にポイントの

多い選手が勝者になる。この他には、棄権、反則、失格があった

場合その相手選手を勝者とする、同点の場合は先にポイントを獲

得（先取）していた選手が勝者となる、というルールがあり、勝

敗の決め方はこの4種類になる。

　反則は、コントロールせず故意に攻撃部位に当てる「過度の接

触」、腕や脚、関節、股間、足の甲など「禁止部位への攻撃」、負

傷を装ったり誇張したりすること、繰り返し場外へ出る、自己防

衛ができない「無防備」、攻撃せず逃げる、頭部・肘・膝での攻撃、

などがある。

【競技会場】
日本武道館

流れるような美しい演武。電光石火の攻撃。
静と動を感じる格闘技。

空手

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-05 木 10:00 14:45
女子形予選	／	
女子形ランキングラウンド	／	
男子組手67kg級予選

TOKTE01 ¥8,000 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-05 木 17:00 21:40

女子組手55kg級予選	／	
女子形3位決定戦	／	
女子形決勝	／	
男子組手67kg級準決勝	／	
女子組手55kg級準決勝	／	
男子組手67kg級決勝	／	
女子組手55kg級決勝	／	
女子形表彰式	／	
男子組手67kg級表彰式	／	
女子組手55kg級表彰式

TOKTE02 ¥12,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-06 金 10:00 14:45
男子形予選	／	
男子形ランキングラウンド	／	
女子組手61kg級予選

TOKTE03 ¥8,000 ¥6,500 ¥5,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-06 金 17:00 21:40

男子組手75kg級予選	／	
男子形3位決定戦	／	
男子形決勝	／	
女子組手61kg級準決勝	／	
男子組手75kg級準決勝	／	
女子組手61kg級決勝	／	
男子組手75kg級決勝	／	
男子形表彰式	／	
女子組手61kg級表彰式	／	
男子組手75kg級表彰式

TOKTE04 ¥12,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-07 土 14:00 20:45

女子組手61kg超級予選	／	
男子組手75kg超級予選	／	
女子組手61kg超級準決勝	／	
男子組手75kg超級準決勝	／	
女子組手61kg超級決勝	／	
男子組手75kg超級決勝	／	
女子組手61kg超級表彰式	／	
男子組手75kg超級表彰式

TOKTE05 ¥12,800 ¥11,000 ¥7,000 ¥5,500 ¥5,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

（サウスピッチ）
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　1人の選手が1日の間に、フェンシング、水

泳、馬術、レーザーラン（射撃、ラン）とい

うそれぞれに全く異質な5種類の競技に挑戦

する、万能性を競う複合競技。「キング・オブ・

スポーツ」とも呼ばれる。

　古代オリンピックで行われたペンタスロ

ン（五種競技）にならい、近代オリンピック

を提唱したクーベルタン男爵が「近代オリン

ピックにふさわしい五種競技を」と考案した

もので、自ら「スポーツの華」と称したと言

われている。ヨーロッパでは王族・貴族のス

ポーツとも呼ばれて人気がある半面、さまざ

まな競技施設・競技用具を要することから競

技人口が伸び悩んでいたが、国際近代五種連

合の様々な取り組みにより、加盟国が近年で

は100か国を超えるなど地域的には広がりが

見えてきた。

　オリンピックの正式競技となったのはス

トックホルム1912大会からであり、ヘルシ

ンキ1952大会からバルセロナ1992大会ま

では個人競技の他、団体競技も実施されてい

た。シドニー2000大会からは女子種目が加

わっている。

　当初は1日に1種目、計5日間にわたって競

技が行われたが、アトランタ1996大会から

1日ですべての種目を行うようになった。

競技ごとに身体を切り替える。
多彩な技術と高い戦略性が求められるスポーツ。

近代五種

【競技会場（フェンシング	ランキングラウンド（エペ））】
武蔵野の森総合スポーツプラザ
A 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-05 木 13:00 19:30 女子フェンシング－ランキングラウンド	／	
男子フェンシング－ランキングラウンド TOMPN01 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

【競技会場（水泳、フェンシング	ボーナスラウンド（エペ）、馬術、レーザーラン）】
東京スタジアム
A 席 自由席

B 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-06 金 14:30 20:15

女子水泳	／	
女子フェンシング－ボーナスラウンド	／	
女子馬術	／	
女子レーザーラン	／	
女子表彰式

TOMPN02 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,500

2021-08-07 土 14:30 20:15

男子水泳	／	
男子フェンシング－ボーナスラウンド／	
男子馬術	／	
男子レーザーラン	／	
男子表彰式

TOMPN03 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
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　ボート競技は、水上の直線コースでオールを使ってボートを漕

ぎ、順位を競う競技。カヌーと逆で、進行方向に背中を向けて漕ぐ。

ボートに足を固定し、レール上に設置されたシートが前後に動き、

主に脚力を使って進む。オリンピックでは2,000メートルで行わ

れる。

　シングルスカルを除き、2人以上のチームで行うため1人1人の

能力も必要だが、何よりチームワークが求められる。全員の息が

ぴったりと合ったときの美しさは、まさにボート観戦の醍醐味と

いえる。

　オリンピックでは歴史が古く、第2回パリ1900大会から実施さ

れており、女子はモントリオール1976大会から行われている。

　種目は大きく分けてスカルとスウィープの2つの種類がある。

スカルはオールを右手と左手に1本ずつ、合わせて2本持って漕ぐ

競技。一方スウィープはオールを1人1本ずつ持って漕ぐ競技だ。

　漕ぎ手の人数で分けると、スカルにはシングル（1人）、ダブル（2

人）、クオドルプル（4人）の3種類があり、スウィープにはペア（2

人）、フォア（4人）エイト（8人）の3種類がある。オリンピック

では、スウィープの ｢エイト｣ のみ漕手8人のほかに舵手（コックス）

が乗る。また、種目により体重制限の設けられた ｢軽量級｣ がある。

軽量級は、男子の漕手各人が72.5kg以下で平均体重が70.0kg以

下、女子は漕手各人が59.0kg以下で平均体重が57.0kg以下となっ

ている。

　東京2020大会からは男女の種目数が同じ7種目ずつになること

が決定している。軽量級があるのはダブルスカルだけになり、男

子にあった軽量級舵手なしフォアがなくなる。また、女子に舵手

なしフォアが新たに加わる。

【競技会場】
海の森水上競技場

水面に描かれる美しい航跡。
究極のチームワークで一直線にゴールを目指す。

ボート

A 席 自由席 B 席 自由席 C 席 自由席（立見）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-23 金 08:30 12:10
男子シングルスカル予選	／	女子シングルスカル予選	／	男子
ダブルスカル予選	／	女子ダブルスカル予選	／	男子クオドル
プルスカル予選	／	女子クオドルプルスカル予選

TOROW01 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 08:30 12:30

女子シングルスカル敗者復活戦	／	男子シングルスカル敗者
復活戦	／	女子ダブルスカル敗者復活戦	／	男子ダブルスカル
敗者復活戦	／	女子ペア予選	／	男子ペア予選	／	女子軽量級
ダブルスカル予選	／	男子軽量級ダブルスカル予選	／	女子
フォア予選	／	男子フォア予選

TOROW02 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 09:00 11:40

男子シングルスカル準決勝	E/F	／	女子シングルスカル準決
勝	E/F	／	男子ペア敗者復活戦	／	女子ペア敗者復活戦	／	男
子軽量級ダブルスカル敗者復活戦	／	女子軽量級ダブルスカ
ル敗者復活戦	／	男子クオドルプルスカル敗者復活戦	／	女子
クオドルプルスカル敗者復活戦	／	男子エイト予選	／	女子エ
イト予選

TOROW03 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 09:00 11:20
女子シングルスカル準々決勝	／	男子シングルスカル準々決
勝	／	女子ダブルスカル準決勝	／	男子ダブルスカル準決勝	
／	女子フォア敗者復活戦	／	男子フォア敗者復活戦

TOROW04 ¥5,500 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 08:30 12:00

男子シングルスカル準決勝	C/D	／	女子シングルスカル準決
勝	C/D	／	男子軽量級ダブルスカル決勝	C	／	女子軽量級ダ
ブルスカル決勝	C	／	男子クオドルプルスカル決勝	B	／	女子
クオドルプルスカル決勝	B	／	男子クオドルプルスカル決勝	
A	／	女子クオドルプルスカル決勝	A	／	男子クオドルプルス
カル表彰式	／	男子ペア準決勝	A/B	／	女子クオドルプルス
カル表彰式	／	女子ペア準決勝	A/B	／	男子軽量級ダブルス
カル準決勝	A/B	／	女子軽量級ダブルスカル準決勝	A/B

TOROW05 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-28 水 08:30 11:40

女子ダブルスカル決勝	B	／	男子ダブルスカル決勝	B	／	女子
フォア決勝	B	／	男子フォア決勝	B	／	女子ダブルスカル決
勝	A	／	男子ダブルスカル決勝	A	／	女子ダブルスカル表彰
式	／	女子フォア決勝	A	／	男子ダブルスカル表彰式	／	男子
フォア決勝	A	／	女子フォア表彰式	／	女子エイト敗者復活戦	
／	男子フォア表彰式	／	男子エイト敗者復活戦	／	女子シン
グルスカル準決勝	A/B	／	男子シングルスカル準決勝	A/B

TOROW06 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-29 木 08:30 11:50

男子シングルスカル決勝F	／	女子シングルスカル決勝F	／	
男子シングルスカル決勝E	／	女子シングルスカル決勝E	／	
男子ペア決勝A	／	女子ペア決勝A	／	男子ペア表彰式	／	男
子軽量級ダブルスカル決勝A	／	女子ペア表彰式	／	女子軽量
級ダブルスカル決勝A	／	男子軽量級ダブルスカル表彰式	／	
男子ペア決勝B	／	女子軽量級ダブルスカル表彰式	／	女子ペ
ア決勝B	／	男子軽量級ダブルスカル決勝B	／	女子軽量級ダ
ブルスカル決勝B	／	女子シングルスカル決勝D	／	男子シン
グルスカル決勝D

TOROW07 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-30 金 08:45 10:55

女子シングルスカル決勝	C	／	男子シングルスカル決勝	C	／	
女子シングルスカル決勝	B	／	男子シングルスカル決勝	B	／	
女子シングルスカル決勝	A	／	男子シングルスカル決勝	A	／	
女子シングルスカル表彰式	／	女子エイト決勝	A	／	男子シン
グルスカル表彰式	／	男子エイト決勝	A	／	女子エイト表彰式	
／	男子エイト表彰式

TOROW08 ¥9,500 ¥5,800 ¥5,000 ¥5,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

【競技会場（水泳、フェンシング	ボーナスラウンド（エペ）、馬術、レーザーラン）】
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　ラグビーの起源は、「1823年にイギリスのパブリッ

クスクールであるラグビー校で開催されていたフット

ボールの試合中、ウェッブ・エリスという少年が突然

ボールを抱えて相手のゴール目指して走り出した」こ

ととされている。その後、ラグビー校ではボールを持っ

て走ることが一般的になり、「ラグビースクールフッ

トボール」が人気となった。イングランドでは沢山

のラグビークラブが作られ、ラグビーは世界に普及し

ていった。1871年にラグビーフットボールユニオン

（RFU：現在のイングランドラグビー協会）が設立され、

初の国際試合がイングランドとスコットランドの間で

行われ、1886年には国際ラグビーフットボール評議

会（IRFB）が発足した。15人制（ラグビーユニオン）、

13人制（ラグビーリーグ）、7人制など、様々なラグビー

が世界各地でプレーされ、各種大会が開催されている。

　オリンピックでのラグビーの歴史をひもとくと、パ

リ1900大 会、 ロ ン ド ン1908大 会、 ア ン ト ワ ー プ

1920大会、パリ1924大会で15人制ラグビーが実施

され、その後長いブランクを経てリオデジャネイロ

2016大会より7人制ラグビーとして復活した。女子ラ

グビーはリオデジャネイロ2016大会が初めての実施

となった。

【競技会場】
東京スタジアム

一瞬にして相手を抜き去るスピード、変幻自在なパス、強力なフィジ
カル。7人が広大なフィールドで目まぐるしい攻防を繰り広げる。

ラグビー

A 席 自由席 B 席 自由席 C 席 自由席 D 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-26 月 09:00 12:00 男子予選ラウンド(6試合) TORUG01 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 16:30 19:30 男子予選ラウンド(6試合) TORUG02 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 09:00 12:00 男子予選ラウンド(6試合) TORUG03 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 16:30 19:30 男子9-12位決定戦(2試合)	／	男子準々決勝(4試合) TORUG04 ¥14,500 ¥11,500 ¥6,500 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-28 水 09:00 12:00 男子11-12位決定戦	／		男子9-10位決定戦	／	
男子5-8位決定戦(2試合)	／	男子準決勝(2試合) TORUG05 ¥16,000 ¥12,500 ¥7,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-28 水 16:30 19:00 男子7-8位決定戦	／	男子5-6位決定戦	／	
男子3位決定戦	／	男子決勝	／	男子表彰式 TORUG06 ¥25,500 ¥20,000 ¥12,500 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-29 木 09:00 12:00 女子予選ラウンド(6試合) TORUG07 ¥7,500 ¥5,000 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-29 木 16:30 19:30 女子予選ラウンド(6試合) TORUG08 ¥7,500 ¥5,000 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-30 金 09:00 12:00 女子予選ラウンド(6試合) TORUG09 ¥7,500 ¥5,000 ¥4,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-30 金 16:30 19:30 女子9-12位決定戦(2試合)	／	女子準々決勝(4試合) TORUG10 ¥10,000 ¥7,000 ¥5,000 ¥3,500 ¥3,500

2021-07-31 土 09:00 12:00 女子11-12位決定戦	／	女子9-10位決定戦	／	
女子5-8位決定戦(2試合)	／	女子準決勝(2試合) TORUG11 ¥11,500 ¥7,800 ¥5,500 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-31 土 16:30 19:00 女子7-8位決定戦	／	女子5-6位決定戦	／	
女子3位決定戦	／	女子決勝	／	女子表彰式 TORUG12 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥4,500 ¥4,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
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　セーリングのオリンピックにおける歴史は古く、第

2回パリ1900大会から実施され、アトランタ1996大

会までは「ヨット」の呼称、シドニー2000大会から

現在の「セーリング」が競技名となっている。

　ヨットはオランダで発祥し、輸送や連絡などの実用

目的で活用されていたが、1660年にイギリス国王と

ヨーク公が初めてヨットレースを行ったのがスポーツ

としてのヨットの起源といわれている。その後ヨット

競技はおもに上流階級のレジャーとしてヨーロッパ諸

国に広まり、大陸を渡ってアメリカなどにも伝わった。

20世紀半ばになるとアメリカでウィンドサーフィンが

盛んになり、ロサンゼルス1984大会からヨット競技

の一つとしてウィンドサーフィンが種目に加えられ、

フランス2024大会ではカイト競技が正式種目になり、

時代に応じ進化している。

【競技会場】
江の島ヨットハーバー

大海原のレースを制するカギは、自然との共闘。
クルーがひとつとなったとき、船に命が宿る。

セーリング

A 席 自由席（立見）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-25 日 12:00 18:00 男子RS:X級	／	女子RS:X級	／	男子レーザー級	／	
女子レーザーラジアル級 TOSAL01 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 12:00 18:00 男子RS:X級	／	女子RS:X級	／	男子レーザー級	／	
女子レーザーラジアル級 TOSAL02 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 12:00 18:00 男子レーザー級	／	女子レーザーラジアル級	／	男
子フィン級	／	男子49er級	／	女子49erFX級 TOSAL03 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 12:00 18:00
男子RS:X級	／	女子RS:X級	／	男子フィン級	／	男
子470級	／	女子470級	／	男子49er級	／	女子
49erFX級	／	混合フォイリングナクラ17級

TOSAL04 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 12:00 18:00
男子RS:X級	／	女子RS:X級	／	男子レーザー級	／	女
子レーザーラジアル級	／	男子フィン級	／	男子470
級	／	女子470級	／	混合フォイリングナクラ17級

TOSAL05 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 12:00 18:00
男子レーザー級	／	女子レーザーラジアル級	／	男
子470級	／	女子470級	／	男子49er級	／	女子
49erFX級

TOSAL06 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 12:00 18:00

男子フィン級	／	男子49er級	／	女子49erFX級	
／	混合フォイリングナクラ17級	／	女子RS:X級メ
ダルレース	／	男子RS:X級メダルレース	／	女子
RS:X級表彰式	／	男子RS:X級表彰式

TOSAL07 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-01 日 12:00 18:00

男子フィン級	／	男子470級	／	女子470級	／	混
合フォイリングナクラ17級	／	男子レーザー級メ
ダルレース	／女子レーザーラジアル級メダルレー
ス	／	男子レーザー級表彰式	／	女子レーザーラジ
アル級表彰式

TOSAL08 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-02 月 12:00 18:00
男子470級	／	 女子470級	／	 女子49erFX級メ
ダルレース	／	男子49er級メダルレース	／	女子
49erFX級表彰式	／	男子49er級表彰式

TOSAL09 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-03 火 14:30 16:55
男子フィン級メダルレース	／	混合フォイリング
ナクラ17級メダルレース	／	男子フィン級表彰式	
／	混合フォイリングナクラ17級表彰式

TOSAL10 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-04 水 14:30 16:55 男子470級メダルレース	／	女子470級メダル
レース	／	男子470級表彰式	／	女子470級表彰式 TOSAL11 ¥5,500 ¥5,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
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　射撃は、銃器を用いて標的を撃ち、精度の高さを競
う競技。固定された標的を撃つ「ライフル射撃」と、
空中に放出された動く標的を撃ち壊していく「クレー
射撃」がある。
　オリンピックでは第1回アテネ1896大会からの正式
競技（セントルイス1904大会、アムステルダム1928
大会を除く）。動きの少ない静的な競技で、体力より重
要となるのがメンタルの強さ。集中力をどれだけ高め
維持できるかが勝敗を決めるカギとなる。ライバルと
戦うというより、各選手が自分自身と戦うスポーツと
もいえる。
　ライフル射撃は同心円が等間隔で描かれた標的の中
心を狙って撃ち、中心に近いほど高い得点になる。ラ
イフル銃を使う種目と、ピストルを使う種目があり、
それぞれに標的までの距離、使う銃の種類などによ
り、種目が分かれている。銃の種類は、50mライフル、
10ｍエアライフル、25ｍピストル、10ｍエアピスト
ルの4種類があり、距離は50メートル、25メートル、
10メートルの3種類。撃つ時の姿勢は立位がほとんど
であるが、片方の足を膝立て、膝の上に銃を置いて構

える「膝射（しっしゃ）」、伏せて銃を構える「伏射（ふ
くしゃ）」、立った姿勢で銃を構える「立射（りっしゃ）」
の3種類を組み合わせた種目もある。
　一方、空中に飛び出したクレーといわれる皿状の標
的を散弾銃で撃つのがクレー射撃。1つの装置から遠
くにクレーが飛び去る「トラップ」と、左右の装置か
らクレーが放出される「スキート」がある。
　東京2020大会では、10mエアライフルと10mエア
ピストル、クレー・トラップに男女混合種目が加わる。

【競技会場】
陸上自衛隊朝霞訓練場

精密な技術に宿る強靭な精神力。
極限のプレッシャーに撃ち勝て。

射撃

A 席 自由席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 08:30 16:30
女子10mエアライフル個人本選	／	女子10mエアライフル個人
ファイナル	／	女子10mエアライフル個人表彰式	／	男子10m
エアピストル個人本選	／	男子10mエアピストル個人ファイナ
ル	／	男子10mエアピストル個人表彰式

TOSHO01 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-24 土 10:45 16:30
女子10mエアライフル個人ファイナル	／	女子10mエアライフ
ル個人表彰式	／	男子10mエアピストル個人ファイナル	／	男子
10mエアピストル個人表彰式

TOSHO02 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-25 日 09:00 16:30
女子10mエアピストル個人本選	／	女子10mエアピストル個人
ファイナル	／	女子10mエアピストル個人表彰式	／	男子10m
エアライフル個人本選	／	男子10mエアライフル個人ファイナ
ル	／	男子10mエアライフル個人表彰式

TOSHO03 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-25 日 09:00 16:00 女子スキート個人本選1日目／	男子スキート個人本選1日目 TOSHO04 ¥2,500 ¥2,500

2021-07-25 日 11:15 16:30
女子10mエアピストル個人ファイナル	／	女子10mエアピスト
ル個人表彰式	／	男子10mエアライフル個人ファイナル	／	男子
10mエアライフル個人表彰式

TOSHO05 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-26 月 09:00 17:15
女子スキート個人本選2日目	／	男子スキート個人本選2日目	／	
女子スキート個人ファイナル	／	男子スキート個人ファイナル	／	
女子スキート個人表彰式	／	男子スキート個人表彰式

TOSHO06 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-27 火 09:00 16:30
混合10mエアピストル団体本選	／	混合10mエアピストル団体
ファイナル	／	混合10mエアピストル団体表彰式	／	混合10m
エアライフル団体本選	／	混合10mエアライフル団体ファイナ
ル	／	混合10mエアライフル団体表彰式

TOSHO07 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-27 火 11:00 16:30
混合10mエアピストル団体ファイナル	／	混合10mエアピス
トル団体表彰式	／	混合10mエアライフル団体ファイナル	／	
混合10mエアライフル団体表彰式

TOSHO08 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-28 水 09:00 16:00 女子トラップ個人本選1日目	／	男子トラップ個人本選1日目 TOSHO09 ¥2,500 ¥2,500

2021-07-29 木 09:00 12:45 女子25mピストル個人本選精密ステージ TOSHO10 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-29 木 09:00 16:55
女子トラップ個人本選2日目	／	男子トラップ個人本選2日目	
／	女子トラップ個人ファイナル	／	男子トラップ個人ファイ
ナル	／	女子トラップ個人表彰式	／	男子トラップ個人表彰式

TOSHO11 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-30 金 09:00 15:00 女子25mピストル個人本選	／	女子25mピストル個人ファイ
ナル	／	女子25mピストル個人表彰式 TOSHO12 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-31 土 09:00 14:50 混合トラップ団体本選	／	混合トラップ団体ファイナル	／	混
合トラップ団体表彰式 TOSHO14 ¥4,000 ¥4,000

2021-07-31 土 12:00 17:10 女子50mライフル3姿勢個人本選	／	女子50mライフル3姿
勢個人ファイナル	／	女子50mライフル3姿勢個人表彰式 TOSHO15 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-31 土 16:00 17:10 女子50mライフル3姿勢個人ファイナル	／	女子50mライフル3
姿勢個人表彰式 TOSHO16 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-01 日 08:30 13:15 男子25mラピッドファイアピストル個人本選第1ステージ TOSHO17 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-02 月 08:30 18:00
男子25mラピッドファイアピストル個人本選第2ステージ	／	
男子25mラピッドファイアピストル個人ファイナル	／	男子
25mラピッドファイアピストル個人表彰式	／	男子50mライフ
ル3姿勢個人ファイナル	／	男子50mライフル3姿勢個人表彰式

TOSHO18 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-02 月 11:30 14:15 男子50mライフル3姿勢個人本選 TOSHO19 ¥2,500 ¥2,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。



56

　前後に車輪がついた板に乗り、トリック（ジャンプ、空中

動作、回転などの技）を行い、その技の難易度や高さ、スピー

ドなどを評価する採点競技。東京2020大会で新たに採用さ

れる。

　スケートボードの起源は諸説あるが、1940年代にアメリ

カ西海岸で木の板に鉄の車輪をつけて滑った遊びが始まりと

されており、1950年代に入って木製の板にゴム製の車輪が

ついた「ローラーサーフィン」という商品が販売され、これ

が現在のスケートボードの原型になったといわれる。とくに

若者に人気の比較的新しいスポーツで、1980～1990年代に

かけて世界に広まった。1990年代後半からは、グラフィッ

クや音楽、ファッションをともなってストリート・カルチャー

の中心的位置を占めるようになった。

　オリンピックで行われる種目は2つ。街の中を滑るような

コースで技を競う「ストリート」と、複雑な形のコースで技

を競う「パーク」だ。それぞれ男女別に行われる。

独創的なトリックと駆け上がるスリル。
観客のボルテージは最高潮へ。

スケートボード

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-25 日 09:00 13:55
男子ストリート予選	／	
男子ストリート決勝	／	
男子ストリート表彰式

TOSKB01 ¥11,500 ¥5,500 ¥2,020 ¥5,500

2021-07-26 月 09:00 13:55
女子ストリート予選	／	
女子ストリート決勝	／	
女子ストリート表彰式

TOSKB02 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-04 水 09:00 13:40
女子パーク予選	／	
女子パーク決勝	／	
女子パーク表彰式

TOSKB03 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-05 木 09:00 13:40
男子パーク予選	／	
男子パーク決勝	／	
男子パーク表彰式

TOSKB04 ¥11,500 ¥5,500 ¥2,020 ¥5,500

【競技会場】
有明アーバンスポーツパーク（ストリート）
A 席 自由席

B 席 自由席ストリート

【競技会場】
有明アーバンスポーツパーク（パーク）
A 席 自由席

B 席 自由席パーク

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
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　小さい頃、野山の崖を競争しながらかけ登った経験

がある方は多いのではないだろうか。スポーツクライ

ミングは、その競技性を極限まで高めたスポーツで、

選手は垂直にそり立つ壁をカラフルなホールドを使っ

て道具を持たずに自身の体一つで登る。

　東京2020大会で実施される種目は、同じ条件で設

置された高さ15メートルの壁を2人の選手が同時に登

り速さを競う「スピード」、高さ4メートルの壁を制限

時間内にいくつ登れるかを競う「ボルダリング」、制限

時間内に高さ15メートル以上の壁のどの地点まで登れ

るかを競う「リード」の3つ。オリンピックでは、各

選手がこの3種目を行い、その合計点で順位が決まる。

どの選手も得手不得手があるため、2種目終了時点で

は最終順位の予測ができない。

　種目によって安全確保のためのロープなどの器具は

装着するが、登るためには道具の使用は許されず、素

手とクライミングシューズのみで壁に挑む。身体能力

とテクニック、そして攻略するための読みが必要。何

よりも知力や判断力がないと勝利を手にすることがで

きないスポーツなのだ。

【競技会場】
青海アーバンスポーツパーク

高くそり立つ壁に、自身の体ひとつで挑む選手達。
指先に込めた力で、限界を超えていけ。

スポーツクライミング

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-03 火 17:00 22:40
男子複合予選	-	スピード	／	
男子複合予選	-	ボルダリング	／	
男子複合予選	-	リード

TOCLB01 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-04 水 17:00 22:40
女子複合予選	-	スピード	／	
女子複合予選	-	ボルダリング	／	
女子複合予選	-	リード

TOCLB02 ¥5,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-05 木 17:30 22:20

男子複合決勝	-	スピード	／	
男子複合決勝	-	ボルダリング	／	
男子複合決勝	-	リード	／	
男子複合表彰式

TOCLB03 ¥12,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-06 金 17:30 22:20

女子複合決勝	-	スピード	／	
女子複合決勝	-	ボルダリング	／	
女子複合決勝	-	リード	／	
女子複合表彰式

TOCLB04 ¥12,500 ¥6,000 ¥6,000

A 席 指定席 B 席 自由席

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内（自由席）で観戦エリアが指定される場合があります。

自由席（立見）
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　サーフボードという板を使って波に乗り、テクニッ

クを競う。東京2020大会で新たに採用される競技。

古代ポリネシア人によって始められ、ハワイで育っ

た海のスポーツだ。これを広めたのはストックホルム

1912大会とアントワープ1920大会の水泳で金メダル

を獲得した、ハワイ出身のデューク・カハナモク（ア

メリカ）。カハナモクは近代サーフィンの父と呼ばれて

いる。

　サーフィンはサーフボードのサイズによって大きく

2つに分けられる。古くから親しまれたのは、長さ9

フィート（約274センチメートル）以上のロングボー

ドで、ボード上を歩くテクニックが中心となる。一

方、1970年前後に登場したショートボードは、長さ6

フィート（約183センチメートル）前後でボードの先

端がとがっている。こちらは細かいターンがしやすい

タイプだ。ショートボードは、それまで平面的な動き

だったサーフィンに縦の動きを与え、三次元のダイナ

ミックな技を可能にした。東京2020大会のサーフィ

ンは、このショートボードで行う。

　競技としてのサーフィンは、波を乗りこなすライディ

ングテクニックをジャッジが採点し、勝敗が決まって

いく。いかに難易度が高く創造的な技を繰り出すか、

スピードがあってダイナミックかなどが評価される。

選手は定められた時間内に10本前後のライディングを

行い、高い2本の合計点によって得点が決まる。競技

は男女20人ずつの選手で行われる。

【競技会場】
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

日本に集いし世界のトップサーファーたち。
波の上を疾走し、ダイナミックに踊る。

サーフィン

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-25 日 07:00 16:20

オリンピックサーフィンフェスティバル	／	男子第1ラウンド	
／	女子第1ラウンド	／	男子第2ラウンド	／	女子第2ラウンド
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。

TOSRF01 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 07:00 16:40

オリンピックサーフィンフェスティバル	／	女子第3ラウン
ド	／	男子第3ラウンド
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。

TOSRF02 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 07:00 14:20

オリンピックサーフィンフェスティバル	／	男子準々決勝	／	女
子準々決勝	／	男子準決勝	／	女子準決勝
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。

TOSRF03 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-28 水 08:00 11:35

オリンピックサーフィンフェスティバル	／	女子3位決定戦	
／	男子3位決定戦	／	女子決勝	／	男子決勝	／	女子表彰式	／	
男子表彰式
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。

TOSRF04 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-29 木 07:00 18:30

オリンピックサーフィンフェスティバル	
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。
※フェスティバルは7:00～18:30の時間内で予定しています。
延期となった競技が当日開催される場合、フェスティバル開催時
間内で実施予定です。

TOSRF05 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-30 金 07:00 18:30

オリンピックサーフィンフェスティバル
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。
※フェスティバルは7:00～18:30の時間内で予定しています。
延期となった競技が当日開催される場合、フェスティバル開催時
間内で実施予定です。

TOSRF06 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-31 土 07:00 18:30

オリンピックサーフィンフェスティバル
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。
※フェスティバルは7:00～18:30の時間内で予定しています。
延期となった競技が当日開催される場合、フェスティバル開催時
間内で実施予定です。

TOSRF07 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-08-01 日 07:00 18:30

オリンピックサーフィンフェスティバル	
※競技日程は波の状況により、変更になる可能性があります。
なお、競技はオリンピックサーフィンフェスティバル開催期
間中のいずれか4日間で行う予定です。
※フェスティバルは7:00～18:30の時間内で予定しています。
延期となった競技が当日開催される場合、フェスティバル開催時
間内で実施予定です。

TOSRF08 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

A 席 自由席（立見）

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

自由席（立見）
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　卓球の起源は19世紀終わりのイギリス。当時上流階

級の間ではテニスが流行していたが、雨天時に食堂の

テーブルをコートに見立ててテニスの真似ごとをした

のが始まりといわれ、そのまま「テーブルテニス」の

呼び名がついた。当初の用具は、ラケットに葉巻入れ

のふた、ボールにはシャンパンのコルクを丸めたもの

という実に上流階級らしいものであった。現在は、木

製の板に特殊ゴム（ラバー）が貼られたラケット、プ

ラスチック製のボールが使われている。

　国際卓球連盟は1926年に設立され、2017年時点で

226の国と地域が加盟しており、国際スポーツ統括組

織としては最多の加盟国数を誇っている。

　男子・女子ともに正式競技としてオリンピックに登

場したのはソウル1988大会。当初は男女それぞれシ

ングルス・ダブルスの4種目であったが、北京2008大

会より男女シングルス・男女団体の4種目が実施され

ている。東京2020大会から混合ダブルスが加わり、5

種目となった。

　シングルスの試合形式は1ゲーム11ポイントの7

ゲームズマッチで、4ゲーム先取した選手が勝利。団

体ではシングルスとダブルスを組み合わせた5試合で3

試合を先取したチームが勝者となる。(団体戦それぞれ

の試合は5ゲームズマッチで3ゲームを先取した選手が

勝利。)

【競技会場】
東京体育館

卓球の歴史は東京で変わるか。
絶対王者中国に迫る各国の成長に注目。

卓球

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:00 12:45 男子シングルス予選	／	女子シングルス予選	／	混合
ダブルス1回戦 TOTTE01 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 14:15 17:15 男子シングルス1回戦	／	女子シングルス1回戦 TOTTE02 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 19:30 22:30 男子シングルス1回戦	／	女子シングルス1回戦 TOTTE03 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 10:00 12:00 混合ダブルス準々決勝 TOTTE04 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-25 日 14:00 17:45 男子シングルス2回戦	／	女子シングルス2回戦 TOTTE05 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 20:00 22:00 混合ダブルス準決勝 TOTTE06 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-26 月 10:00 13:00 男子シングルス2回戦	／	女子シングルス2回戦 TOTTE07 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 14:30 17:30 男子シングルス3回戦	／	女子シングルス3回戦 TOTTE08 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 20:00 22:10 混合ダブルス3位決定戦	／	混合ダブルス決勝戦	／	
混合ダブルス表彰式 TOTTE09 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-27 火 10:00 13:00 男子シングルス3回戦	／	女子シングルス3回戦 TOTTE10 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 14:30 17:30 男子シングルス3回戦	／	女子シングルス3回戦	／	男子
シングルス4回戦	／	女子シングルス4回戦 TOTTE11 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 19:30 22:30 男子シングルス4回戦	／	女子シングルス4回戦 TOTTE12 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 10:00 13:00 女子シングルス準々決勝	／	男子シングルス準々決勝 TOTTE13 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-28 水 15:00 18:00 女子シングルス準々決勝	／	男子シングルス準々決勝 TOTTE14 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-28 水 20:00 22:00 男子シングルス準々決勝 TOTTE15 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-07-29 木 11:00 13:00 女子シングルス準決勝 TOTTE16 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-29 木 15:00 17:00 男子シングルス準決勝 TOTTE17 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-29 木 20:00 22:10 女子シングルス3位決定戦	／	女子シングルス決勝	
／	女子シングルス表彰式 TOTTE18 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-30 金 20:00 22:10 男子シングルス3位決定戦	／	男子シングルス決勝	
／	男子シングルス表彰式 TOTTE19 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-01 日 10:00 13:00 男子団体1回戦	／	女子団体1回戦 TOTTE20 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-01 日 14:30 17:30 男子団体1回戦	／	女子団体1回戦 TOTTE21 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-01 日 19:30 22:30 男子団体1回戦	／	女子団体1回戦 TOTTE22 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-02 月 10:00 13:00 男子団体1回戦	／	女子団体1回戦 TOTTE23 ¥9,800 ¥6,500 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-02 月 14:30 17:30 男子団体準々決勝	／	女子団体準々決勝 TOTTE24 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-02 月 19:30 22:30 男子団体準々決勝	／	女子団体準々決勝 TOTTE25 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-03 火 10:00 13:00 男子団体準々決勝	／	女子団体準々決勝 TOTTE26 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-03 火 14:30 17:30 男子団体準々決勝	／	女子団体準々決勝 TOTTE27 ¥12,800 ¥8,000 ¥5,500 ¥5,500

2021-08-03 火 19:30 22:30 女子団体準決勝 TOTTE28 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 10:00 13:00 女子団体準決勝 TOTTE29 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 14:30 17:30 男子団体準決勝 TOTTE30 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 19:30 22:30 男子団体準決勝 TOTTE31 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-05 木 11:00 14:00 女子団体3位決定戦 TOTTE32 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-05 木 19:30 22:40 女子団体決勝戦	／	女子団体表彰式 TOTTE33 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-06 金 11:00 14:00 男子団体3位決定戦 TOTTE34 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-06 金 19:30 22:40 男子団体決勝戦	／	男子団体表彰式 TOTTE35 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。



61

　テコンドーは、古くから朝鮮半島に伝わる武術のテッ

キョンと日本の松濤館空手を母体に、1955年韓国の

チェ・ホンヒによって創始された格闘技。韓国では国

技となっている。「足のボクシング」ともいわれ、スピー

ディーで見応えのある足技が特徴だ。愛好家は世界に

8,000万人いるという。

　オリンピックではソウル1988大会とバルセロナ

1992大会で公開競技として行われ、シドニー2000大

会から正式競技として実施されている。テコンドーに

はもともとキョルギ（組手）とプムセ（型）があるが、

オリンピックに採用されたのはキョルギ。男女ともに

4階級で、トーナメント方式で争われる。

　8メートルの八角形のマットで1ラウンド2分間を3

ラウンド行う（インターバル1分）。ノックアウト（KO）

で決着する場合と、得点・減点の集計で決まる場合が

ある。試合では頭にヘッドギアと胴部には電子防具を

装着する。

【競技会場】
幕張メッセ	Aホール

華麗な蹴り技の応酬。
緊迫した攻防が連続する。

テコンドー

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 10:00 17:00

女子49kg級1回戦(8試合)	／	男子58kg級1回戦
(8試合)	／	女子49kg級準々決勝(4試合)	／	男子
58kg級準々決勝(4試合)	／	女子49kg級準決勝
(2試合)	／	男子58kg級準決勝(2試合)

TOTKW01 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-24 土 19:00 22:40

女子49kg級敗者復活戦(2試合)	／	男子58kg級
敗者復活戦(2試合)	／	女子49kg級3位決定戦(2
試合)	／	男子58kg級3位決定戦(2試合)	／	女子
49kg級決勝	／	男子58kg級決勝	／	女子49kg
級表彰式	／	男子58kg級表彰式

TOTKW02 ¥9,500 ¥6,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-25 日 10:00 17:00

女子57kg級1回戦(8試合)	／	男子68kg級1回戦
(8試合)	／	女子57kg級準々決勝(4試合)	／	男子
68kg級準々決勝(4試合)	／	女子57kg級準決勝
(2試合)	／	男子68kg級準決勝(2試合)

TOTKW03 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-25 日 19:00 22:40

女子57kg級敗者復活戦(2試合)	／	男子68kg級
敗者復活戦(2試合)	／	女子57kg級3位決定戦(2
試合)	／	男子68kg級3位決定戦(2試合)	／	女子
57kg級決勝	／	男子68kg級決勝	／	女子57kg
級表彰式	／	男子68kg級表彰式

TOTKW04 ¥9,500 ¥6,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-26 月 10:00 17:00

女子67kg級1回戦(8試合)	／	男子80kg級1回戦
(8試合)	／	女子67kg級準々決勝(4試合)	／	男子
80kg級準々決勝(4試合)	／	女子67kg級準決勝
(2試合)	／	男子80kg級準決勝(2試合)

TOTKW05 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-26 月 19:00 22:40

女子67kg級敗者復活戦(2試合)	／	男子80kg級
敗者復活戦(2試合)	／	女子67kg級3位決定戦(2
試合)	／	男子80kg級3位決定戦(2試合)	／	女子
67kg級決勝	／	男子80kg級決勝	／	女子67kg
級表彰式	／	男子80kg級表彰式

TOTKW06 ¥9,500 ¥6,500 ¥5,000 ¥5,000

2021-07-27 火 10:00 17:00

女子67kg超級1回戦(8試合)	／	男子80kg超級1
回戦(8試合)	／	女子67kg超級準々決勝(4試合)	／	
男子80kg超級準々決勝(4試合)	／	女子67kg超級
準決勝(2試合)	／	男子80kg超級準決勝(2試合)

TOTKW07 ¥5,500 ¥4,000 ¥3,000 ¥2,020 ¥3,000

2021-07-27 火 19:00 22:40

女子67kg超級敗者復活戦(2試合)	／	男子80kg
超級敗者復活戦(2試合)	／	女子67kg超級3位決
定戦(2試合)	／	男子80kg超級3位決定戦(2試合)	
／	女子67kg超級決勝	／	男子80kg超級決勝	／	
女子67kg超級表彰式	／	男子80kg超級表彰式

TOTKW08 ¥9,500 ¥6,500 ¥5,000 ¥5,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　テニスは1人対1人、または2人対2人で、ラケットを使ってネッ

ト越しにボールを打ち合い、得点を競うスポーツ。オリンピッ

クにおけるテニス競技には、男子、女子それぞれにシングルス（1

対1）と、ダブルス（2対2）があり、さらにロンドン2012大会

からは男女ペアで行うミックスダブルスが加わっている。負け

たら敗退する「トーナメント方式」で行われ、一発勝負だ。準

決勝敗退者だけは、あとに3位決定戦がある。

　第1回のアテネ1896大会から正式競技だったテニス。しかし

テニス界ではその後プロが参加するトーナメントが台頭したた

め、アマチュアリズムを重視していたオリンピックから長い間

外されていた。再びオリンピックにプロ選手の参加が認められ

るようになり、ソウル1988大会から復活した。シングルスの出

場枠は「64」で、原則として世界ランキングの上位から順に、

かつ国別対抗戦で十分な代表経験がある選手に出場権が与えら

れる。また、1国からの出場上限数は6人(シングルスは4人)と

なっている。

時速200キロ以上のサーブからはじまる駆け引き。
メンタルコントロールもカギを握る。

テニス

【競技会場】
有明テニスの森（センターコート）
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN01 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN05 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス2回戦	／	
男子ダブルス2回戦	／	
女子ダブルス2回戦

TOTEN09 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス3回戦	／	
男子ダブルス準々決勝	／	
女子ダブルス2回戦／準々決勝

TOTEN13 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-28 水 11:00 20:00

男子シングルス3回戦	／	
女子シングルス準々決勝	／	
男子ダブルス準決勝	／	
女子ダブルス準々決勝	／	
混合ダブルス1回戦

TOTEN17 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-29 木 11:00 20:00

男子シングルス準々決勝	／	
女子シングルス準決勝	／	
女子ダブルス準決勝	／	
混合ダブルス準々決勝

TOTEN21 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-07-30 金 12:00 20:00
男子シングルス準決勝	／	
男子ダブルス決勝戦	／	
男子ダブルス表彰式

TOTEN24 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-07-31 土 12:00 20:00

男子シングルス3位決定戦	／	
女子シングルス3位決定戦	／	
女子シングルス決勝戦	／	
女子シングルス表彰式

TOTEN26 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-01 日 12:00 20:00

男子シングルス決勝戦	／	
男子シングルス表彰式	／
女子ダブルス決勝戦	／	
女子ダブルス表彰式	／	
混合ダブルス決勝戦	／
混合ダブルス表彰式

TOTEN28 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

※セッションは、上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更される可能性があります。
※セッションコードTOTEN01、05、09、13、17のチケットは、センターコートでの試合と、コート3-11の試合が観戦できます。コート3-11の試合は自由席（定員制の先着順）となります。
各コートの座席が満員の場合、希望する試合を観戦できない場合があります。

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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【競技会場】
有明テニスの森（コート1）
A 席 指定席

B 席 指定席

C 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN02 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-25 日 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN06 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-26 月 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス2回戦	／	
男子ダブルス2回戦	／	
女子ダブルス2回戦

TOTEN10 ¥12,000 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-07-27 火 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス3回戦	／	
男子ダブルス準々決勝	／	
女子ダブルス2回戦／準々決勝

TOTEN14 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥12,800

2021-07-28 水 11:00 20:00

男子シングルス3回戦	／	
女子シングルス準々決勝	／	
男子ダブルス準決勝	／	
女子ダブルス準々決勝	／	
混合ダブルス1回戦

TOTEN18 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥12,800

2021-07-29 木 11:00 20:00
男子シングルス準々決勝	／	
女子ダブルス準決勝	／	
混合ダブルス準々決勝

TOTEN22 ¥20,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥12,800

2021-07-30 金 12:00 20:00 男子ダブルス3位決定戦	／	
混合ダブルス準決勝 TOTEN25 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-07-31 土 12:00 20:00 女子ダブルス3位決定戦	／	
混合ダブルス3位決定戦 TOTEN27 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

※セッションは、上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更される可能性があります。
※セッションコードTOTEN02、06、10、14、18のチケットは、コート1での試合と、コート3-11の試合が観戦できます。コート3-11の試合は自由席（定員制の先着順）となります。
各コートの座席が満員の場合、希望する試合を観戦できない場合があります。

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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【競技会場】
有明テニスの森（コート3-11）
A 席 自由席

【競技会場】
有明テニスの森（コート2）
A 席 指定席

B 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN03 ¥12,000 ¥9,500 ¥9,500

2021-07-25 日 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN07 ¥12,000 ¥9,500 ¥9,500

2021-07-26 月 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス2回戦	／	
男子ダブルス2回戦	／	
女子ダブルス2回戦

TOTEN11 ¥12,000 ¥9,500 ¥9,500

2021-07-27 火 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス3回戦	／	
男子ダブルス準々決勝	／	
女子ダブルス2回戦／準々決勝

TOTEN15 ¥20,000 ¥16,800 ¥16,800

2021-07-28 水 11:00 20:00

男子シングルス3回戦	／	
女子シングルス準々決勝	／	
女子ダブルス準々決勝	／	
混合ダブルス1回戦

TOTEN19 ¥20,000 ¥16,800 ¥16,800

2021-07-29 木 11:00 20:00 混合ダブルス準々決勝 TOTEN23 ¥20,000 ¥16,800 ¥16,800

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN04 ¥3,000 ¥3,000

2021-07-25 日 11:00 20:00

男子シングルス1回戦	／	
女子シングルス1回戦	／	
男子ダブルス1回戦	／	
女子ダブルス1回戦

TOTEN08 ¥3,000 ¥3,000

2021-07-26 月 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス2回戦	／	
男子ダブルス2回戦	／	
女子ダブルス2回戦

TOTEN12 ¥3,000 ¥3,000

2021-07-27 火 11:00 20:00

男子シングルス2回戦	／	
女子シングルス3回戦	／	
男子ダブルス準々決勝	／	
女子ダブルス2回戦／準々決勝

TOTEN16 ¥3,000 ¥3,000

2021-07-28 水 11:00 20:00 男子シングルス3回戦	／	
混合ダブルス1回戦 TOTEN20 ¥3,000 ¥3,000

※セッションは、上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更される可能性があります。
※セッションコードTOTEN03、07、11、15、19のチケットは、コート2での試合と、コート3-11の試合が観戦できます。コート3-11の試合は自由席（定員制の先着順）となります。
各コートの座席が満員の場合、希望する試合を観戦できない場合があります。

※セッションは、上記にて開催の予定ですが、開催試合、開催コート、試合順は、開催当日まで変更される可能性があります。
※セッションコードTOTEN04、08、12、16、20のチケットは、コート3-11に入場できます。コート3-11への入場は当日の状況によります。コート3-11の試合は自由席（定員制の先着順）となります。
各コートの座席が満員の場合、希望する試合を観戦できない場合があります。

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　トライアスロンは、スイム（水泳）・バイク（自転車

ロードレース）・ラン（長距離走）の3種目を、この順

番で1人のアスリートが連続して行う耐久競技。ラテ

ン語の3を表すトライと、競技を意味するアスロンを

組み合わせて名付けられた。

　オリンピックでは、スイム1.5キロメートル、バイク

40キロメートル、ラン10キロメートルの、合計51.5

キロメートルで着順を争う。この設定距離は、オリン

ピック・ディスタンス、またはスタンダード・ディス

タンスと呼ばれている。男子のメダリストは1時間45

分ほど、女子のトップは2時間を切るスピードで駆け

抜けてゆく。

　トライアスロンは、1974年に初めてアメリカで競

技大会が開催された比較的新しいスポーツである。シ

ドニー2000大会から正式競技となり、男女とも実施

されている。東京2020大会では、新種目として男女

による混合リレーが行われる。

【競技会場】
お台場海浜公園

スイム、バイク、ラン。
異なる3つの競技を制する真の鉄人は誰だ。

トライアスロン

A 席 自由席 B 席 自由席（立見）

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-26 月 06:30 09:00 男子	／	
男子表彰式 TOTRI01 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 06:30 09:05 女子	／	
女子表彰式 TOTRI02 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 07:30 09:25 混合リレー	／	
混合リレー表彰式 TOTRI03 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。

※ご購入の席種内で観戦エリアが指定される場合があります。
※トライアスロンのバイク（自転車）パートとランパートの路上部分も大型ビジョンで観戦が可能です。
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【競技会場】
潮風公園

ビーチバレーボール
　バレーボールから派生したビーチバレーボールは、

砂の上に設けられたコートでペアで対戦する。ビーチ

バレーボールはアトランタ1996大会から、男女とも

オリンピックの正式種目となった。

　ビーチバレーボールは21点先取のラリーポイント

制、1試合3セットマッチで行われる(但し第3セットは

15得点)。ボールを落とさずに、3回以内のタッチで相

手コートに返球する。コートは16メートル×8メート

ルで、インドアよりひと回りほど狭いが、ネットの高

さは男子が2.43メートル、女子が2.24メートルと同じ

設定となっており、その広さと高さを2人だけでカバー

する、かなりハードな競技である。

　プレー前に相手チームには見えないように、腰の後

ろで両手の指を使ってサインを送るのが特徴的で、二

人の選手の息の合った連携プレーが見どころだ。

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:00 12:50 男子または女子予選ラウンド（4試合） TOVBV01 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV02 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-24 土 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV03 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 09:00 12:50 男子または女子予選ラウンド（4試合） TOVBV04 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV05 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-25 日 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV06 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 09:00 12:50 男子または女子予選ラウンド（4試合） TOVBV07 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV08 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-26 月 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV09 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 09:00 12:50 男子または女子予選ラウンド（4試合） TOVBV10 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV11 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-27 火 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV12 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 09:00 11:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV13 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV14 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-28 水 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV15 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

SESSION
CODE

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 09:00 11:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV16 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-29 木 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV17 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-29 木 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV18 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-30 金 09:00 11:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV19 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-30 金 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV20 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-30 金 20:00 22:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV21 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 09:00 11:50 男子または女子予選ラウンド（3試合） TOVBV22 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 15:00 17:50 男子または女子予選ラウンド（2試合）	／	
男子または女子敗者復活戦（1試合） TOVBV23 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-07-31 土 20:00 22:50 男子または女子敗者復活戦（3試合） TOVBV24 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥2,020 ¥3,500

2021-08-01 日 09:00 10:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV25 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-01 日 13:00 14:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV26 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-01 日 17:00 18:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV27 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-01 日 21:00 22:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV28 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-02 月 09:00 10:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV29 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-02 月 13:00 14:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV30 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-02 月 17:00 18:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV31 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-02 月 21:00 22:50 男子または女子決勝トーナメント（2試合） TOVBV32 ¥11,500 ¥7,800 ¥3,500 ¥3,500

2021-08-03 火 09:00 10:50 女子準々決勝（2試合） TOVBV33 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-03 火 21:00 22:50 女子準々決勝（2試合） TOVBV34 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 09:00 10:50 男子準々決勝（2試合） TOVBV35 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-04 水 21:00 22:50 男子準々決勝（2試合） TOVBV36 ¥14,500 ¥9,500 ¥6,000 ¥6,000

2021-08-05 木 09:00 10:50 男子または女子準決勝（2試合） TOVBV37 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-05 木 21:00 22:50 男子または女子準決勝（2試合） TOVBV38 ¥20,000 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-06 金 10:00 12:50 女子3位決定戦	／	女子決勝	／	女子表彰式 TOVBV39 ¥45,000 ¥24,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-07 土 10:00 12:50 男子3位決定戦	／	男子決勝	／	男子表彰式 TOVBV40 ¥45,000 ¥24,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　バレーボールは、ネットによって分けられた18メー

トル×9メートルのコートで、2つのチームがネット越

しにボールを打ち合う球技。ボールを落とさずに、3

回以内のタッチで相手コートに返球する。相手チーム

のサーブをレシーブし、トスを上げ、スパイクを打ち

こむのが基本的な流れで、攻撃と防御を交互に行うこ

とになる。個人の高い技能はもちろん、戦術を理解し

共有する固いチームワークや協調性が求められる。

どちらかのチームがコート内に落球したり、大きくは

じいてアウトになったり、また反則によってボールを

繋げなくなるまで、ボールを打ち合うラリーが続く。

スパイカーのダイナミックなプレーや、諦めずにボー

ルを追う姿から目が離せない。

　バレーボールは東京1964オリンピックにて男女共

に正式競技となった。

【競技会場】
有明アリーナ

粘りのレシーブ、強烈なアタック。
目の前に立ちはだかる高い壁を打ち破れ。

バレーボール

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO01 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-24 土 14:20 18:10 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO02 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-24 土 19:40 23:30 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO03 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 09:00 12:50 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO04 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 14:20 18:10 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO05 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-25 日 19:40 23:30 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO06 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 09:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO07 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 14:20 18:10 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO08 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-26 月 19:40 23:30 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO09 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 09:00 12:50 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO10 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 14:20 18:10 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO11 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-27 火 19:40 23:30 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO12 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-28 水 09:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO13 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-28 水 14:20 18:10 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO14 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-28 水 19:40 23:30 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO15 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-29 木 09:00 12:50 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO16 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-29 木 14:20 18:10 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO17 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-29 木 19:40 23:30 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO18 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-30 金 09:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO19 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-30 金 14:20 18:10 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO20 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-30 金 19:40 23:30 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO21 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 09:00 12:50 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO22 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 14:20 18:10 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO23 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-07-31 土 19:40 23:30 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO24 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-01 日 09:00 12:50 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO25 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-01 日 14:20 18:10 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO26 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-01 日 19:40 23:30 男子予選ラウンド（2試合） TOVVO27 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-02 月 09:00 12:50 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO28 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-02 月 14:20 18:10 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO29 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-02 月 19:40 23:30 女子予選ラウンド（2試合） TOVVO30 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-03 火 09:00 11:00 男子準々決勝 TOVVO31 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-03 火 13:00 15:00 男子準々決勝 TOVVO32 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-03 火 17:00 19:00 男子準々決勝 TOVVO33 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-03 火 21:30 23:30 男子準々決勝 TOVVO34 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-04 水 09:00 11:00 女子準々決勝 TOVVO35 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-04 水 13:00 15:00 女子準々決勝 TOVVO36 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-04 水 17:00 19:00 女子準々決勝 TOVVO37 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-04 水 21:30 23:30 女子準々決勝 TOVVO38 ¥21,000 ¥16,800 ¥12,800 ¥7,500 ¥7,500

2021-08-05 木 13:00 15:00 男子準決勝 TOVVO39 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-05 木 21:00 23:00 男子準決勝 TOVVO40 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-06 金 13:00 15:00 女子準決勝 TOVVO41 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-06 金 21:00 23:00 女子準決勝 TOVVO42 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-07 土 13:30 15:30 男子3位決定戦 TOVVO43 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-07 土 21:15 23:45 男子決勝戦	／		男子表彰式 TOVVO44 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

2021-08-08 日 09:00 11:00 女子3位決定戦 TOVVO45 ¥30,500 ¥24,500 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-08 日 13:30 16:00 女子決勝戦	／		女子表彰式 TOVVO46 ¥54,000 ¥43,500 ¥30,000 ¥10,000 ¥10,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　両手でバーベルを握り、一気に頭上まで持ち上げて

立ち上がる「スナッチ」。プラットフォーム（床）から

いったん鎖骨の位置までバーベルを持ち上げ（クリー

ン）、次の動作で頭上に差し上げる（ジャーク）「クリー

ン＆ジャーク」。これらをそれぞれ3回ずつ行い、それ

ぞれの最高重量の合計を競うのがウエイトリフティン

グだ。

　ウエイトリフティングの原型は、重い石などを持ち

上げる力比べ。古代より世界の多くの地域で行われ

てきた。オリンピックでの歴史も古く、第1回アテネ

1896大会から実施されていた。ただし、アテネ1896

大会、セントルイス1904大会ではウエイトリフティ

ングは現在と異なるテクニックで実施され、両手で持

ち上げる種目のほか片手のみで持ち上げる種目があり、

体重別の階級もなかった。アントワープ1920大会か

ら体重別の階級が設定され、モントリオール1976大

会から現在のスナッチと

クリーン＆ジャークの2

種目に整理された。シド

ニー2000大会からは女

子種目も登場した。

【競技会場】
東京国際フォーラム

バーベルにかかる重圧。
自らの限界に挑む者だけが栄冠を勝ち取る。

ウエイトリフティング

A 席 指定席 B 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-07-24 土 09:50 12:00 女子	49kg級	グループB TOWLF01 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-24 土 13:50 16:00 女子	49kg級	グループA	／		女子	49kg級	表彰式 TOWLF02 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-25 日 11:50 14:00 男子	61kg級	グループ	B・男子	67kg級	グループ	B TOWLF03 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-25 日 15:50 18:00 男子	61kg級	グループ	A	／		男子	61kg級	表彰式 TOWLF04 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-25 日 19:50 22:00 男子	67kg級	グループ	A	／		男子	67kg級	表彰式 TOWLF05 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-26 月 13:50 16:00 女子	55kg級	グループB TOWLF06 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-26 月 19:50 22:00 女子	55kg級	グループA	／		女子	55kg級	表彰式 TOWLF07 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-27 火 11:50 14:00 女子	59kg級	グループ	B・女子	64kg級	グループ	B TOWLF08 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-27 火 15:50 18:00 女子	59kg級	グループA	／		女子	59kg級	表彰式 TOWLF09 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-27 火 19:50 22:00 女子	64kg級	グループA	／		女子	64kg級	表彰式 TOWLF10 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-28 水 13:50 16:00 男子	73kg級	グループ	B TOWLF11 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-28 水 19:50 22:00 男子	73kg級	グループ	A	／		男子	73kg級	表彰式 TOWLF12 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-31 土 11:50 14:00 男子	81kg級	グループ	B・男子	96kg級	グループ	B TOWLF13 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-07-31 土 15:50 18:00 男子	81kg級	グループ	A	／		男子	81kg級	表彰式 TOWLF14 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-07-31 土 19:50 22:00 男子	96kg級	グループ	A	／		男子	96kg級	表彰式 TOWLF15 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-08-01 日 13:50 16:00 女子	76kg級	グループB TOWLF16 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-01 日 19:50 22:00 女子	76kg級	グループA	／		女子	76kg級	表彰式 TOWLF17 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-08-02 月 11:50 14:00 女子	87kg級	グループB	・女子	87kg超級	グループB TOWLF18 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-02 月 15:50 18:00 女子	87kg級	グループA	／		女子	87kg級	表彰式 TOWLF19 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-08-02 月 19:50 22:00 女子	87kg超級	グループA	／		女子	87kg超級	表彰式 TOWLF20 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-08-03 火 13:50 16:00 男子	109kg級	グループ	B TOWLF21 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-03 火 19:50 22:00 男子	109kg級	グループ	A	／		男子	109kg級	表彰式 TOWLF22 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

2021-08-04 水 13:50 16:00 男子	109kg超級	グループ	B TOWLF23 ¥5,000 ¥2,500 ¥2,020 ¥2,500

2021-08-04 水 19:50 22:00 男子	109kg超級	グループ	A	／		男子	109kg超級	表彰式 TOWLF24 ¥12,800 ¥7,000 ¥7,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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　レスリングの魅力は、何の道具も持たず、衣服をつ

かむこともせず、体同士がぶつかりあい、技を掛け合

うシンプルな競技であること。その中でパワーとスピー

ド、テクニックが激突する。2人の選手が互いに技を

使って相手を組み伏せ、両肩をマットに押しつけよう

と競い合う。

　古代オリンピックでも行われていて、人類最古の格

闘技といわれている。近代オリンピックでは第1回ア

テネ1896大会から行われ、第2回パリ1900大会を除

き継続して実施されている。腰から下を攻撃と防御に

使うことが禁止されているグレコローマンスタイルと、

全身を攻撃と防御に使えるフリースタイルがある。長

い間男子のみの競技だったが、アテネ2004大会から

女子も加わった（フリースタイルのみ）。体重による階

級別で試合が行われるため、体格の差に関係なく活躍

できる。リオデジャネイロ2016大会では男子グレコ

ローマンスタイル、男子フリースタイル、女子フリー

スタイルとも6階級（6種目）で行われた。

　試合は敗者復活戦のあるトーナメント方式で行われ

る。決勝に進んだ選手と直接対戦して負けた選手は敗

者復活戦に出場できる。

【競技会場】
幕張メッセ	Aホール

己の体一つで戦う格闘技。
相手をマットに沈めて最強を勝ち取れ。

レスリング

A 席 指定席 B 席 指定席 C 席 指定席 D 席 指定席

日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-01 日 11:00 13:00

男子グレコローマンスタイル60kg級1回戦	／	
女子フリースタイル76kg級1回戦	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級1回戦	／	
男子グレコローマンスタイル60kg級2回戦	／	
女子フリースタイル76kg級2回戦	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級2回戦

TOWRE01 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-01 日 18:15 19:15
男子グレコローマンスタイル60kg級準決勝	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級準決勝	／	
女子フリースタイル76kg級準決勝

TOWRE02 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥4,000

2021-08-02 月 11:00 13:30

男子グレコローマンスタイル60kg級敗者復活戦	／	
女子フリースタイル76kg級敗者復活戦	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級敗者復活戦	／	
男子グレコローマンスタイル77kg級1回戦	／	
女子フリースタイル68kg級1回戦	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級1回戦	／	
男子グレコローマンスタイル77kg級2回戦	／	
女子フリースタイル68kg級2回戦	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級2回戦

TOWRE03 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-02 月 18:15 22:00

男子グレコローマンスタイル77kg級準決勝	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級準決勝	／	
女子フリースタイル68kg級準決勝	／	
男子グレコローマンスタイル60kg級3位決定戦	／	
男子グレコローマンスタイル60kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級3位決定戦	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル60kg級表彰式	／	
女子フリースタイル76kg級3位決定戦	／	
女子フリースタイル76kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル130kg級表彰式	／	
女子フリースタイル76kg級表彰式

TOWRE04 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-03 火 11:00 13:30

男子グレコローマンスタイル77kg級敗者復活戦	／	
女子フリースタイル68kg級敗者復活戦	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級敗者復活戦	／	
男子グレコローマンスタイル67kg級1回戦	／	
女子フリースタイル62kg級1回戦	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級1回戦	／	
男子グレコローマンスタイル67kg級2回戦	／	
女子フリースタイル62kg級2回戦	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級2回戦

TOWRE05 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-03 火 18:15 22:00

男子グレコローマンスタイル67kg級準決勝	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級準決勝	／	
女子フリースタイル62kg級準決勝	／	
男子グレコローマンスタイル77kg級3位決定戦	／	
男子グレコローマンスタイル77kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級3位決定戦	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル77kg級表彰式	／	
女子フリースタイル68kg級3位決定戦	／	
女子フリースタイル68kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル97kg級表彰式	／	
女子フリースタイル68kg級表彰式

TOWRE06 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。
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日付 曜日
開始
時間

終了
時間 セッション

メダル
セッション

セッション
コード

チケット価格

A B C D E 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

2021-08-04 水 11:00 13:30

男子グレコローマンスタイル67kg級敗者復活戦	／	
女子フリースタイル62kg級敗者復活戦	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル57kg級1回戦	／	
女子フリースタイル57kg級1回戦	／	
男子フリースタイル86kg級1回戦	／	
男子フリースタイル57kg級2回戦	／	
女子フリースタイル57kg級2回戦	／	
男子フリースタイル86kg級2回戦

TOWRE07 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-04 水 18:15 22:00

男子フリースタイル57kg級準決勝	／	
男子フリースタイル86kg級準決勝	／	
女子フリースタイル57kg級準決勝	／	
男子グレコローマンスタイル67kg級3位決定戦	／	
男子グレコローマンスタイル67kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級3位決定戦	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル67kg級表彰式	／	
女子フリースタイル62kg級3位決定戦	／	
女子フリースタイル62kg級決勝	／	
男子グレコローマンスタイル87kg級表彰式	／	
女子フリースタイル62kg級表彰式

TOWRE08 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-05 木 11:00 13:30

男子フリースタイル57kg級敗者復活戦	／	
女子フリースタイル57kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル86kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル74kg級1回戦	／	
女子フリースタイル53kg級1回戦	／	
男子フリースタイル125kg級1回戦	／	
男子フリースタイル74kg級2回戦	／	
女子フリースタイル53kg級2回戦	／	
男子フリースタイル125kg級2回戦

TOWRE09 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-05 木 18:15 22:00

男子フリースタイル74kg級準決勝	／	
男子フリースタイル125kg級準決勝	／	
女子フリースタイル53kg級準決勝	／	
男子フリースタイル57kg級3位決定戦	／	
男子フリースタイル57kg級決勝	／	
男子フリースタイル86kg級3位決定戦	／	
男子フリースタイル86kg級決勝	／	
男子フリースタイル57kg級表彰式	／	
女子フリースタイル57kg級3位決定戦	／	
女子フリースタイル57kg級決勝	／	
男子フリースタイル86kg級表彰式	／	
女子フリースタイル57kg級表彰式

TOWRE10 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-06 金 11:00 13:30

男子フリースタイル74kg級敗者復活戦	／	
女子フリースタイル53kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル125kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル65kg級1回戦	／	
女子フリースタイル50kg級1回戦	／	
男子フリースタイル97kg級1回戦	／	
男子フリースタイル65kg級2回戦	／	
女子フリースタイル50kg級2回戦	／	
男子フリースタイル97kg級2回戦

TOWRE11 ¥13,500 ¥11,000 ¥7,000 ¥4,000 ¥2,020 ¥4,000

2021-08-06 金 18:15 22:00

男子フリースタイル65kg級準決勝	／	
男子フリースタイル97kg級準決勝	／	
女子フリースタイル50kg級準決勝	／	
男子フリースタイル74kg級3位決定戦	／	
男子フリースタイル74kg級決勝	／	
男子フリースタイル125kg級3位決定戦	／	
男子フリースタイル125kg級決勝	／	
男子フリースタイル74kg級表彰式	／	
女子フリースタイル53kg級3位決定戦	／	
女子フリースタイル53kg級決勝	／	
男子フリースタイル125kg級表彰式	／	
女子フリースタイル53kg級表彰式

TOWRE12 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

2021-08-07 土 18:45 22:00

男子フリースタイル65kg級敗者復活戦	／	
女子フリースタイル50kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル97kg級敗者復活戦	／	
男子フリースタイル65kg級3位決定戦	／	
男子フリースタイル65kg級決勝	／	
男子フリースタイル97kg級3位決定戦	／	
男子フリースタイル97kg級決勝	／	
男子フリースタイル65kg級表彰式	／	
女子フリースタイル50kg級3位決定戦	／	
女子フリースタイル50kg級決勝	／	
男子フリースタイル97kg級表彰式	／	
女子フリースタイル50kg級表彰式

TOWRE13 ¥45,000 ¥36,000 ¥17,500 ¥8,000 ¥8,000

競技日程は、今後の調整で変更となる可能性があります。


